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要約－1 

和文要約 

1. 調査概要 

現在、人口 150 万人を抱える首都プノンペンには、下水処理施設はなく、また多くの住民は腐敗槽

を利用しているものの、その腐敗槽から引き抜かれた汚泥の処理は適切に行われておらず、湿地帯や

水路などの水域に投棄されている。廃棄物において、ごみの約 60%が有機性廃棄物(生ごみ、ヤシ殻

等)ではあるが、資源リサイクルはほとんど行われていないため、人口増加に伴い処分場に運搬され

るごみは年々増加しており、ごみ量は現在使用している埋立用地の区画の計画容量を超過している。 
他方、「カ」国の人口の約 6 割は農業で生計を立てており、農作物の生産性向上が「カ」国のさら

なる発展につながると言える。農業は化学肥料に依存しているのが、それらは主に隣国から不法に流

入しており、これらの不適切な使用が生産性を阻害しているため、早急な対応が必要である。 
そこで、本調査では、腐敗槽汚泥や有機性廃棄物(生ごみ)を活用した堆肥化技術により「カ」国の

資源を用いて安価で良質な堆肥を製造し、その活用可能性ならびに堆肥の販路確保に向けた検討を行

うことを目的とした。 
現地調査は、表－1 に示す通り、全 3 回(第 1 回：2015/10/20~2015/11/14、第 2 回：2016/1/20~2016/3/17、

第 3 回：2016/6/14~2016/6/28)実施した。 

表－1 現地調査日程 

日程 調査概要 調査内容 
第 1 回 
(2015/10/20~ 

2015/11/14) 

1. 汚泥、廃棄物等の現

状確認 
 
 
2. ODA 案件化検討 
 
 
3. ビジネス展開計画 

1-1. 廃棄物および腐敗槽汚泥を主管する行政機関ならびに NGO、大

学、汚泥回収業者等に対するヒアリング 
1-2. 有機肥料や堆肥を使用している農業従事者や有機野菜を取り扱

っている販売店へヒアリング 
2-1. ODA 案件化に係る CP 候補機関への技術および予定している事

業の説明 
2-2. 普及・実証事業候補地の選定 
3-1. ビジネスパートナーの調査および協議 
3-2. 販路および販売規模の調査、収益性の検討 

第 2 回 
(2016/1/20~ 
2016/3/17) 

1. 汚泥堆肥製造およ

びセミナー開催 
 
2. ODA 案件化検討 
 
 
3. ビジネス展開計画 
4. 環境社会配慮 

1-1. 腐敗槽汚泥、生ごみ、ヤシ殻を原料とした堆肥製造 
1-2. 行政関係者、農家、NGO、大学関係者等を対象にした汚泥堆肥

セミナーの実施(3/10) 
2-1. 普及・実証事業に関する事業方針の検討 
2-2. ODA 案件化に向けたカウンターパート候補機関との協議(公共

事業運輸局、プノンペン都廃棄物管理局、環境省等) 
3-1. 収益性およびビジネス展開計画の検討 
4-1. 事業候補地における環境社会配慮調査 

第 3 回 
(2016/6/14~ 
2016/6/28) 

1. ODA 案件化検討 
 
 
2. ビジネス展開計画 

1-1. ODA 案件化に向けたカウンターパート候補機関との協議(事業

内容、用地、実施体制など)  
1-2. 普及・実証事業候補地の選定・現場確認 
2-1. ビジネス展開計画の協議 

出所：JICA 調査団作成 
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2. 対象国の現状 

調査の結果から、以下のようなことが明らかとなった。 
(1)  腐敗槽汚泥について 

 腐敗層汚泥の回収業者へはライセンスは発行しておらず、民間業者が自由に事業へ参入で

きる。 
 腐敗槽汚泥の回収業者が回収した汚泥は、ドンコール処分場には運ばれておらず、プノン

ペン都郊外の水域への廃棄が黙認されている。 
 腐敗槽汚泥を採取し、分析した結果、汚泥濃度が一般的な濃度よりも低かった(含水率

99.8%)。これは、長期間汚泥が滞留しており、嫌気分解が進んでいることに加えて、し尿

の他、風呂や台所からの雑排水、さらには雨水が腐敗槽に流入していることが要因と推察

される。 
 2015 年 8 月に「都市の廃棄物管理にかかる政令(Sub-Decree on Garbage and Urban Solid 

Waste Management)」が策定され、2016 年 8 月より施行予定 
(2)  廃棄物について 

 現在廃棄物の回収業者はライセンス制となっている。このうち、一般廃棄物については、

CINTRI 社の独占契約となっている。 
 一般廃棄物の運搬量は、約 1,800～2,000 t/日で、ドンコール処分場での処分費用は、

0.75 USD/t となっている。 
 プノンペン都ではごみの分別（燃えるごみ（生ごみ以外）、生ごみ、燃えないゴミ）は行

われていない。 
(3)  農業について 

 肥料の基準はあるものの、堆肥の基準は無い。 
 プノンペン都内および周辺の地域で、生ごみの堆肥化を行っている NGO は存在するが、

汚泥を活用した堆肥化を行っている組織は無い。 
 有機肥料の知識はあるが、作物が早く栽培できる化学肥料を使う農家が多い。 

3. 提案企業の製品・技術の活用可能性および海外事業展開の方針 

有機肥料は堆肥目的だけでなく、生ごみ堆肥の基礎となる材料および野菜・果物の栽培促進材と

しても、農家や一般家庭において幅広く活用されている。また、土壌環境にも好影響を与え、濃度

障害や塩類集積が生じにくい土壌を作り、通年での作物生産が可能となる。堆肥活用による土壌お

よび作物への効果と特長は下記のとおりである。 

 排水性・保水性の向上 
 植物の生育しやすい土壌環境の創出 
 濃度障害、塩類集積が生じにくい土壌環境の創出 
 自然由来の養分活用により、土壌への肥料過剰蓄積の防止 
 土壌病害の発生の防止 
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4. 製品・技術に関する調査および活用可能性の検討結果 

第二次現地調査(2016 年 1 月 20～3/17)において、プノンペン都公共事業運輸局・排水下水課の駐

車場にて堆肥の簡易製造を実施した。目的は、日本と異なる環境条件下での堆肥の性状確認、およ

び集荷から製造に係るプロセスにおける作業上の課題を把握することである。また、汚泥堆肥の普

及を図ることを目的に、セミナーを開催した。製造プロセスおよびセミナーの概要は次のとおりで

ある。 

・ 汚泥(約 2.5 m3)、生ごみ(約 400 kg)、ヤシ殻(約 350 kg)を活用し、2016 年 1 月 31 日から約 1
ヶ月間発酵させ、約 300 kg の堆肥を製造した。 

・ 堆肥の製造量が少ないのは、腐敗槽汚泥に含まれる水分量が多く、使用した腐敗槽汚泥量の

大半が蒸発したからと考えられる。 
・ 汚泥堆肥に関するセミナー(2016 年 3 月 10 日開催)において、参加者にアンケートを実施し

た。主な回答は以下の通りである。 
- 汚泥を使っていることに対し、嫌悪感を抱いていたが、印象が変わった(農家) 

- 汚泥堆肥を是非とも使ってみたい(農家) 

- 農家に汚泥堆肥の使い方を普及してほしい(行政職員) 

ここまでの課題を踏まえ、汚泥堆肥の普及にあたっては、(1) ODA を活用して堆肥化システムを構

築し、(2)行政と協力の下、収集業者から汚泥と生ごみを回収する仕組みを構築し、再資源化の有効

性を実証する。そして、(3)堆肥の成分および適切な施肥量等を検証し、安全性や有用性を明確にす

ることが、ビジネス展開を図る上で不可欠であると言える。 

5. ODA 案件化 

調査結果の内容を踏まえ、以下のような ODA 案件を提案した(表－2)。 

表－2 提案した ODA案件 

項目 内容 
カウンターパート メイン：プノンペン都副知事(Aunny 氏) 

サブ：WMD、DPWT、DSD、DOE、MAFF、DAFF 
事業期間 2017 年度から 2 年間 
上位目標 有機性廃棄物および腐敗槽汚泥を活用した堆肥の利用が普及することにより、廃棄物の減容

化ならびにプノンペン都の環境が改善する。 
プロジェクト目標 現地の環境条件に適した堆肥の製造方法が確立されるとともに、製造された堆肥の品質確保

および有効性が実証される。また、メイン/サブカウンターパートがリサイクルシステム(廃棄

物および腐敗槽汚泥の収集から堆肥の製造まで)の運用能力を習得する。 
事業サイト ドンコール処分場内の 0.5ha を使用 
期待される成果 成果 1：堆肥化施設の設置および堆肥製造ガイドラインの作成を通じ、C/P 機関が堆肥製造プ

ロセスに係る知識、技術を習得する。 
成果 2：製造した堆肥の品質面での安定性、有効性が証明される。 
成果 3：堆肥化を通じた有機性廃棄物の再資源化の重要性が関係者に理解される。 

活動 【実証活動】 
 C/P との合同調整会議の実施 
 堆肥化施設の建設ならびに運転管理マニュアル作成 
 堆肥製造ガイドラインの作成ならびに堆肥の製造方法の On-the-Job トレーニングの実施 
【普及活動】 
 製造堆肥の品質確保 
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項目 内容 
 製造した堆肥の農場でのフィールドテスト 
 汚泥堆肥に係るセミナーおよび環境教育 

概算事業費 99.96 百万円 
出所：JICA 調査団作成 

6. ビジネス展開 

これまでの調査結果をもとに、今後の腐敗槽汚泥及び生ごみ、ヤシ殻を利用した堆肥の製造及び

販売の実現可能性とビジネス展開を計画する上で、仕入、製造、販売、その他の 4 つの区分から検

討に必要な事項を表－3 に記載した。 

表－3 分析結果におけるビジネス展開の検討事項 

区分 対象 項目 検討事項 

仕入 【行政】 
DPWT/DSD 
DOE/WMD 

腐敗槽汚泥の安定

的な仕入 
・廃棄物処理に関する施行状況や運用状況の定期チェックが必要 

・行政及び回収業者との協力体制が必要 

・堆肥できない汚泥の処理方法及び汚水の処理方法の検討が必要 

生ごみの安定的な

仕入れ 
・仕入れ先の明確化(回収業者またはﾀﾞﾝｺｰﾙ処分場) 

・生ごみの分別方法 

ヤシ殻の安定的な

仕入れ 
・仕入れ先の調整(個別ｺｺﾅｯﾂ店舗からの直接仕入れの検討が必

要) 

または 

・ﾔｼ殻なし、または代替品(さとうきび等)での堆肥化の検討(安

定仕入の可否による) 

製造 【行政】 
DPWT/DSD 
DOE/WMD 

製造拠点の確保 場所の選定が必要 

(近隣に住居がなく、大規模な場所が必要なため、行政が保有し

ている土地の賃借の検討が必要) 

商品 - 商品の有効性 他社製品と比較した、有効性の検証の実施が必要 
- 商品の差別化 有機肥料による害虫対策の検討が必要 

販売 販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 販売ﾙｰﾄの確保 販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ(卸、大規模農家、ダムコーﾏｰｹｯﾄ等)の確保 

その他 農業従事者 有機肥料(堆肥)の

啓発活動 
有機肥料(堆肥)に関する継続的な知識教育が必要 

堆肥の使い方の教

育 
堆肥に関する利用方法の知識の教育が必要 

有機野菜の販売ﾙｰﾄ 有機野菜の販売ﾙｰﾄの確保が必要 

住民 住民への啓発活動 環境汚染・公害問題への影響に対する啓発活動の実施が必要 

(腐敗槽汚泥の定期回収・処理に関する環境対策や摂取する野菜

に関する健康被害の知識の教育) 

出所：JICA 調査団作成 

ビジネス展開を行うに当たり、それぞれ以下のフェーズに分けて展開を行う(図－1)。また、事業化

のスケジュールを表－4 に示す。 
・ フェーズ１：ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備 
・ フェーズ２：ビジネス展開 
・ フェーズ３：ビジネス拡大 
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出所：JICA 調査団作成 

図－1 ビジネス展開の全体像 

ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備 ①フェーズ１ 

ビジネス展開 ②フェーズ２ 

①堆肥化に関連する技術者の育成 

・技術者の育成(教育・セミナー活動、日本への視察・研修) 

・回収～分別(汚水処理)、混合、発酵の PDCA による実地訓練 

 ・堆肥化オペレーションマニュアルの作成 

②堆肥の製造及びフィールドテスト 

 ・腐敗槽汚泥、生ごみ等の混合比率の検証 

 ・有機堆肥の成分分析や土壌の有効性の検証 

 ・農作物生育状況の検証 

③ビジネス展開準備 

・製造拠点及び販売先の確保 

・販売パートナーの検討 

・製品分析・他製品との比較分析の実施 等 

 

《ビジネス内容》 

・腐敗槽汚泥、生ごみを活用した堆肥の製造・販売 

・有機堆肥製造の技術者の育成 

・堆肥の有効活用による農業生産性向上のための定期セミナーの実施 

・環境汚染、公害問題における住民への啓発活動(官民連携) 

 ③フェーズ３ ビジネス拡大 

《ビジネス内容》 

・他州への横展開 

・腐敗槽汚泥または廃棄物の収集・運搬事業への参入 

・有機野菜直売所事業への参入 

・汚泥処理の拡大(浄化槽設置・販売・維持管理事業)への参入 

※ODA(普及・実証事業) 

 

2017 年初から 

2018 年末(約 2 年間) 

2019 年より 

2024 年以降 
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表－4 ビジネス事業化スケジュール 

 
出所：JICA 調査団 

7. 環境社会配慮 

本調査において提案する普及・実証事業のコンポーネントは、1)公共用地への堆肥化設備の設置な

らびに堆肥製造および運転維持管理と 2)製造堆肥のフィールドテストおよび性能評価、を想定して

いる。事業サイトは、プノンペン都が所管するドンコール処分場の空き地を予定しており、住民移転

は発生しない。また、近隣住民とは一定距離(約 500 m)が確保されていること、ごみ処分場に運搬さ

れるごみの一部を使用することから、臭気についても特段問題とはならない。なお、提案する普及・

実証事業では脱水機を導入し、そこで汚水は固液分離されるが、汚水処理設備(浄化槽)を設置するこ

とにより、汚濁負荷を低減させた上で放流することを想定している。 
  

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

案件化調査

普及実証事業企画提案 ▲

普及実証事業企画採択 ▲

MM準備・協議・締結

製品発注～輸送～設置

普及・実証事業開始 ▲

普及・実証事業期間

有機堆肥製造

混合比率の検証含む

有機堆肥のフィールドテスト

製造堆肥の分析・検証 ▲ ▲

土壌・農作物育成状況の分析・検証 ▲ ▲

セミナーの開催 ▲ ▲

OJTによる堆肥製造技術の供与

堆肥製造マニュアルの作成

ビジネス展開展開

販売網の構築

営業の開始

製造拠点の確保

工場建設・製造装置の準備・設置

堆肥の製造開始 ▲

堆肥の有効活用に関する

定期セミナーの開催
▲ ▲ ▲ ▲

出所：JICA調査団作成

2016年 2017年 2018年 2019年
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 腐敗槽及び廃棄物の適切な管理を実現するための行政の役割・機能の強化
 環境・公衆衛生の改善
 農業生産性の向上

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果

 現地法人設立により、現地で製造した堆肥をプノンペン都に限定せず、他州も含めて幅広く販売
 将来的には自社のバキュームカーを活用し、汚泥の引抜きについても参入

日本の中小企業のビジネス展開

案件化調査
カンボジア国 有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査

 提 案 企 業 ：林田株式会社
 提案企業所在地：福岡県福津市
 サイト ・ C/P機関：プノンペン都公共事業運輸局、プノンペン都廃棄物管理課

企業・サイト概要

 有機性廃棄物（ヤシ殻や生ごみ）と腐敗槽汚泥を
混合加工し堆肥をつくるノウハウ

 不適切な腐敗槽維持管理による都市環境悪化
 急速な都市化によるごみ量増加

 肥料、農薬の不適切使用による健康被害や環境
汚染

カンボジア国の開発課題 中小企業の技術・製品 有機堆肥
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序章 

1. 背景・目的 

カンボジア国(以後、「カ」国)は、近年、政治情勢が安定してきたことから、社会・経済基盤の再

構築が重要課題となっているが、環境・衛生分野については、政策的な取り組みが行われているとは

言い難い。現在、人口 150 万人を抱える首都プノンペンの水インフラのうち、上水道普及率は 90%
以上となっている一方で、下水処理施設はなく、また多くの住民は腐敗槽を利用しているものの、そ

の腐敗槽から引き抜かれた汚泥の処理は適切に行われておらず、湿地帯や水路などの水域に投棄され

ている。一方、廃棄物において、ごみの約 60%が有機性廃棄物(生ごみ、ヤシ殻等)ではあるが、資源

リサイクルはほとんど行われていないため、人口増加に伴い処分場に運搬されるごみは年々増加して

おり、現在使用している埋立用地の区画は計画の容量を超過している。 

他方、「カ」国の人口の約 6 割は農業で生計を立てており、農作物の生産性向上が「カ」国のさら

なる発展につながると言える。農業は化学肥料に依存しているのが、それらは主に隣国から不法に流

入しており、これらの不適切な使用が生産性を阻害しているため、早急な対応が必要である。 

上記で述べた腐敗槽汚泥や有機性廃棄物は、両者を適切に混合・処理することで有機堆肥として有

効活用が可能であり、これによって衛生環境の改善が図られるのみならず、土壌環境を良好にするこ

とで農作物の生産性が向上することが知られている。そこで、本調査では、堆肥化技術により「カ」

国の資源を用いて安価で良質な堆肥を製造し、その活用可能性ならびに堆肥の販路確保に向けた検討

を行うことを目的とした。 

2. 調査日程 

現地調査は、表-1に示すと通り、全 3回(第1回：2015/10/20~2015/11/14、第 2回：2016/1/20~2016/3/17、
第 3 回：2016/6/14~2016/6/28)実施した。 

表-1 現地調査日程 

日程 調査概要 調査内容 
第 1 回 
(2015/10/20~ 

2015/11/14) 

4. 汚泥、廃棄物等の現

状確認 
 
 
5. ODA 案件化検討 
 
 
6. ビジネス展開計画 

1-1. 廃棄物および腐敗槽汚泥を主管する行政機関ならびに NGO、大

学、汚泥回収業者等に対するヒアリング 
1-2. 有機肥料や堆肥を使用している農業従事者や有機野菜を取り扱

っている販売店へヒアリング 
2-1. ODA 案件化に係る CP 候補機関への技術および予定している事

業の説明 
2-2. 普及・実証事業候補地の選定 
3-1. ビジネスパートナーの調査および協議 
3-2. 販路および販売規模の調査、収益性の検討 

第 2 回 
(2016/1/20~ 
2016/3/17) 

5. 汚泥堆肥製造およ

びセミナー開催 
 
6. ODA 案件化検討 
 
 
7. ビジネス展開計画 
8. 環境社会配慮 

1-1. 腐敗槽汚泥、生ごみ、ヤシ殻を原料とした堆肥製造 
1-2. 行政関係者、農家、NGO、大学関係者等を対象にした汚泥堆肥

セミナーの実施(3/10) 
2-1. 普及・実証事業に関する事業方針の検討 
2-2. ODA 案件化に向けたカウンターパート候補機関との協議(公共

事業運輸局、プノンペン都廃棄物管理局、環境省等) 
3-1. 収益性およびビジネス展開計画の検討 
4-1. 事業候補地における環境社会配慮調査 
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日程 調査概要 調査内容 
第 3 回 
(2016/6/14~ 
2016/6/28) 

3. ODA 案件化検討 
 
4. ビジネス展開計画 

1-1. ODA 案件化に向けたカウンターパート候補機関との協議(事業

内容、用地、実施体制など)  
1-2. 普及・実証事業候補地の選定・現場確認 
2-1. ビジネス展開計画の協議 

出所：JICA 調査団作成 
 
3. 主要面談者 

本調査期間中の主要面談者を表-2 に示す。 

表-2 主要面談者 

組織名 面談者 
日本大使館 藤本 二等書記官 

和田 二等書記官 
国際協力機構 
(JICA) 

内田 企画調査役 
安原 企画調査役 

貿易振興機構 
(JETRO) 

伊藤 ｼﾆｱｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
俣野 中小企業海外展開現地支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ調整員 

プノンペン都 
Phnom Penh Capital City(PPCC) 

Aunny Ieng (Deputy Governor) 

公共事業運輸局 
Department of Public Works and Transport 
(DPWT) 

Sam Piseth (Director) 
Chou Kimtry (Deputy Director) 

公共事業運輸局排水･下水課 
Drainage and Sewerage Division (DSD) 

Dourng Chansarath(Chief) 

廃棄物管理局 
Waste Management Division (WMD) 

Mao Kolmardi(Deputy Director)  
Kim Vathanak Thida(Deputy Director) 
Nuon Samnavuth(Deputy Director) 

環境省 
Ministry of Environment (MOE) 

Danh SEREY(Director of Environmental Impact Assessment Department) 
Ngeth Bol (Vice Chief Office) 
Ham Socheth(Advisor) 

環境局 
Department of Environment (DOE) 

Khim Nora (Chief Office Waste Management) 

農林水産省 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  (MAFF) 

Chan Phaloeun(Deputy Director General) 
Phy Chhin(Soil Scientist) 
Neo Ratana (Director) 
Kep Poch (Head) 
Phum Ra(Deputy Director) 

カンダール州農業局 
Provincial Department of Agriculture 
(PDA/Kandar) 

Mr. Buntuon Simona(Director) 

COMPED 
 

Rithy Uch(Director) 
Sam Phalla(Vice Director) 

CSARO Heng Yon Kora(Founder/Director) 
Royal University of Agriculture Cheang Hong (Dean of faculty of Agronomy) 
ADB Januar Hakim(Senior Portfolio Management Specialist, Cambodia Resident 

Mission) 
Khemara Ros (Cambodia Country Manager, Mekong Business Inititive) 

Institute of Technology of Cambodia(ITC) HUL Seingheng, Ph. D (Director of Research and Development) 
CEDAC Sam Vitou (Executive Director) 
Dong kor landfill site Keo Channarith (The Landfill Manager of Dangkor) 
出所：JICA 調査団作成 
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第1章 対象国の現状 

 対象国の政治・社会経済状況 1-1

カンボジア国(以後「カ」国と称す)の政治および社会経済の概況を述べる。 

 政治概況 1-1-1

「カ」国は、1991 年のパリ和平協定により内戦が終結し、1993 年の国連カンボジア暫定機構

(UNTAC)による総選挙を経て、「カンボジア国」として再出発した。当初、内戦時代を反映した二

人首相体制の下で国家再建が開始されたが、1997 年の政変など不安定化の危険もあった。その後

1998 年及び 2003 年の総選挙を経て成立したフン・セン首相を首班とする「カ」国政府は、様々な

課題を抱えつつも安定した政権運営を行い、国づくりに取り組む中、2008 年 7 月に第 4 回目の総

選挙が実施され、与党・人民党が大勝し、同年 9 月 25 日に新政府が成立した1。 

その後フン・セン首相率いる人民党が安定政権を維持してきたが、2013 年 7 月 28 日の国民議会

選挙で野党救国党が躍進。野党は、再選挙等を求めて国会をボイコットし、断続的にデモを行った。

与野党間で協議した結果、2014 年 7 月 22 日に政治合意達成、8 月 8 日に野党は昨年の議会選挙後

初めて国会議会に参加した2。 

「カ」国の政体は立憲君主制であり、現国王のシハモニ国王は(His Majesty Norodom Sihamoni)は
2004 年 10 月 29 日に王位を継承した。カンボジア憲法では、「カ」国が自由民主主義、多党制、人

民主権を採ることを定めている。憲法ではさらに立法、行政、司法の分立を定めている(憲法第 51
条)。立法機関は二院制で、国民議会(下院：National Assembly、上院：Senate)で構成されている3。 

 社会経済概況 1-1-2

｢カ｣国は、国土面積 18.1 万 km2 で、人口は 2008 年に 13.4 百万人、2013 年に 14.7 百万人(国勢調

査)、2014 年には 15.5 百万人と推定されている(CIA Factbook)。行政区は、23 州とプノンペン都に

分かれている。民族は、クメール人が 90%、ベトナム人 5%、中国人 1%、その他 4%となっており、

クメール語を話す国民は 96.3%、仏教徒は 96.9%(2008 年)と推定されている。「カ」国におけるプ

ノンペン都の社会経済状況を国民総生産(GDP)、産業構造の観点からまとめると以下のとおりであ

る。 

 国民総生産(GDP) 1-1-3

GDP とその関係する経済統計を国の社会経済状況を表すために表 1-1 示す。現行価格の GDP は

2000 年から 2012 年に常に成長している。USD 換算の一人当たり GDP はリーマンショックにより

2009 年に減少しているが、2012 年には 971USD にまで成長している。2000 年から 2012 年まで、

その年平均成長率は 10.4%と非常に高いが、近年は減少傾向を示しているように見える。世界銀行

                                                        
1 出所：外務省、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/kankei.html 
2 出所：在カンボジア日本国大使館、http://www.kh.emb-japan.go.jp/political/gaikyo.htm 
3 出所：JICA、カンボジア投資ガイドブック、http://www.jica.go.jp/cambodia/office/information/investment/01.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/kankei.html
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は 2013 年に現行価格の一人当たり GDP を世界的に表示しており、「カ」国は 1,008USD となって

いる。一人当たり GDP ランキングで 1,000USD 以下の国はアフリカが多い。表 1-1 の一人当たり

GDP は 2000 年の 295USD から 2013 年の 1,008USD までに増加しており、年平均 9.9%の成長率は

非常に高い4。固定価格の GDP は連続して成長しているが、2009 年の成長率は零に近く、かろう

じてプラスである。ただし、その成長率は現行価格のそれよりも低い。 

表 1-1 「カ」国民経済計算 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
GDP (Billion Riel) 14,083 15,633 16,781 18,536 21,438 25,754 29,849 
GDP Growth Rate (%) 5,3 11,0 7,3 10,5 15,7 20.1 15.9 
GDP per capita (USD) 295 319 340 367 417 487 558 
GDP PC Growth Rate (%) 3,2 8,2 6,5 8,0 13,5 16.9 14.6 
GDP (Constant 2002 Price) 14,175 15,320 16,232 17,613 19,434 22,009 24,380 
GDP CP Growth Rate (%) 10,7 7,4 6,6 8,5 10.3 13.3 10.8 
        
Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
GDP(Billion Riel) 35,042 41,968 43,057 47,048 52,069 56,617  
GDP Growth Rate 17.4 19.8 2.6 9.3 10.7 8.7  
GDP per capita (USD) 656 760 753 830 991 971  
GDP PC Growth Rate 17.6 15.8 0.9 10.2 9.9 6.6  
GDP (Constant Price) 26.870 28,668 28,692 30,406 32,553 34,916  
GDP CP Growth rate 10.2 6.7 0.1 6.0 7.1 7.3  
出所：http://www.nis.gov.kh/nis/NA/NA2012.html 

 

 産業 1-1-4

「カ」国における産業別従事者率および GDP 比率を表 1-2 に示す。これより、国民の約 7 割が

第 1 次産業に従事し、その GDP 比率は全体の 3 分の 1 を占めており、農林水産業が国の基幹産業

であるといえる。しかしながら、近年では第 3 次産業の生産の成長が著しく、2008 年における GDP
比率は 41.3%であり、第 1 次産業の GDP 比率を上回っている。 

プノンペン都の産業別従事者は、第 3 次産業と第 2 次産業を合わせた従事者率が約 95%に達し

ており、全国の従事者比率に比較して対照的な傾向を示している。 

表 1-2 「カ」国産業別従事者率および GDP比率 

区分 
従事者率(%) GDP 比率(%) 

全国 プノンペン都 全国 
1998 年 2008 年 1998 年 2008 年 1998 年 2008 年 

第 1 次産業 
(農林水産業) 

77.5 72.3 9.9 5.3 44.9 34.9 

第 2 次産業 
(鉱工業) 

4.3 8.5 22.2 32.5 19.2 23.8 

第 3 次産業 
(サービス業) 

18.2 19.2 67.9 62.2 35.9 41.3 

出所：従事者率「General Population Census of Cambodia 1998」、General Population Census of Cambodia 2008」 
GDP 比率 JETRO および「Key Indicators(ADB 2004)」 

                                                        
4 出所：世界銀行、http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 

http://www.nis.gov.kh/nis/NA/NA2012.html
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 対象国の対象分野における現状および開発課題 1-2

 対象分野における現状 1-2-1

 腐敗槽汚泥の状況 (1)

プノンペン都では、プノンペン都廃棄物管理局(WMD: Waste Management Division)が腐敗槽汚

泥の管理を所管している。しかしながら、2016 年現在、バキュームカーにより引き抜かれた腐

敗槽汚泥を処分する専用の汚泥処理施設は設けられていない。ヒアリングによると、ドンコール

ごみ処分場内に設置された浸出余水の処理施設で、1 台当り 1.5USD(6,000Riel)にて腐敗槽汚泥の

受け入れを行っている。しかし、実際には、適切な汚泥処理施設が無いことから、収集した腐敗

槽汚泥は水路や湿地帯に不法投棄する業者が後を絶たず、これらの行為は半ば黙認されている。

汚泥引抜き業者は、企業の形態もあれば個人で事業を行っている場合もある。汚泥引抜き業を行

う者はプノンペン都に登録することになっているが、WMD はその業者数を正しく把握しておら

ず、上述したとおり不法投棄が蔓延していることから、汚泥の廃棄量は把握できていない(写真 
1-1、写真 1-2)。このような現状の中、2015 年 8 月に策定された「都市の廃棄物管理にかかる政

令(Sub-Decree on Garbage and Urban Solid Waste Management)」において、腐敗槽汚泥の管理・処

分について規定している(詳細は、「1-3-2 法制度」参照)。 

現状を把握することを目的に、DSD の紹介により、腐敗槽汚泥の回収業を行っている個人事

業主に、腐敗槽汚泥の回収事業について DSD 職員の同席のもとヒアリングを行った。ヒアリン

グ結果は表 1-3 の通りである。 

  

写真 1-1 腐敗槽汚泥の不法投棄現場 写真 1-2 腐敗槽汚泥の不法投棄現場状況 

表 1-3 腐敗槽汚泥の回収事業について 

項目 内容 
回収事業者数 約 15 社 ※現在は増加している可能性あり 
バキュームカー所有台数(5 ㎥) 3 台 ※稼動は、1 日１～2 台程度 
回収回数 4 件/日  

※1 件の汲み取りで満杯となるため、1 軒回収毎に廃棄しにいく。 
廃棄場所 ドンコール処分場 
腐敗槽汚泥引き抜き費用 一般家庭：30USD/回 

レストラン等：50USD/回 
処分費用 費用は決まっていない。ﾁｯﾌﾟ程度に 1.5USD/回支払う 

※処分費用の支払うための許容できる費用は１～2USD/回程度 
汲み取るルール なし 



 

1-4 

項目 内容 
※顧客の依頼により汲み取りを実施する 

出所：JICA 調査団作成 

 廃棄物管理の状況 (2)

 概況 1)

プノンペン都の廃棄物管理は WMD の所管となっている。一般廃棄物の収集サービスは、

2002年から49年という長期の契約でプノンペン都からCINTRI社が委託を請け実施している。

CINTRI 社は契約上、プノンペン都全域の回収・運搬を行うこととなっているが、実際は 70%
しか行っておらず、残りの 30%は、自治体や地元業者が行っており、その場合の処分費用は

無料としている。現在廃棄物の回収業者はライセンス制となっており、以下 4 つのグループに

ライセンスを与えている(表 1-4)。 

収集した一般廃棄物はドンコール処分場に運搬され、埋立て処分される。WMD へのヒアリ

ングによると、ドンコール処分場への 1 日当たりのごみの運搬量は約 1,800~2,000t であり、処

分場での受入費用は 0.75USD/t とのことであった。ドンコール処分場は、2009 年に供用開始

されたものの、プノンペン都への人口集中に加え、ごみの分別や 3R 活動(Reduce, Reuse, 
Recycle)、中間処理等は行われていない(表 1-5)。 

WMD によると、プノンペン都のごみ量は 2030 年には 3,112t/日になると予測されており、

運搬されるごみの量は増加の一途を辿っている。そのため、ドンコール処分場の第 1 期の区画

は 2015 年末には埋立てを終え、処分場敷地内の別区画で埋立てを開始するとのことであった

(2016 年時点では未だ第 1 期の区画を使用中)。ドンコール処分場には、約 3ha のリサイクル事

業者向けの誘致用地がある(写真 1-4)。なお、用地の利用には、プノンペン都の許可が必要で

ある。 

表 1-4 プノンペン都のライセンス保有の廃棄物回収業者と廃棄物量 

廃棄物種類 ライセンス保有業者 廃棄物量(t/day) 
一般廃棄物 CINTRI 社 1,800～2,000 
ダムコーマーケット内の食糧廃棄物 ダムコーマーケットグループ 32 
医療系廃棄物 レッドクロス 2 
家畜糞尿 個人 - 
出所：JICA 調査団作成 

表 1-5 ドンコール処分場について 

項目 内容 
ドンコール処分場の開始年度 2009 年～ 
運搬車両数 150 台/日  

※ただし、2 時間程度滞在した中で、ひっきりなしに運搬車 50 台/hr を
確認したため、実態の数値ではない可能性あり 

ごみの量(日) 約 1,850～2,000t/日 
※年々増加傾向である 

現在までのごみ受入総量 約 300 万ｔ 
※2009 年から約 5 年間 

分別の有無 一般廃棄物は実施していない 
※医療系廃棄物は、別建物で焼却処分する 
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項目 内容 
処分場の運営 24 時間 365 日 

※駐在員あり 
出所：JICA 調査団作成 

 

  
写真 1-3 ドンコール処分場の状況 

  
写真 1-4 ドンコール処分場内のリサイクル事業者向けの誘致用地(左図赤枠内) 

プノンペン都において、CSARO や COMPED などの NGO が有機性廃棄物の堆肥化といったよ

うなリサイクル活動を実施している。CSARO はプノンペン都の野菜市場であるダムコーマーケ

ットの周辺の一般家庭から発生する生ごみから 1 日あたり約 4 t を無料で引取り、堆肥化を実施

している。製造した堆肥は、160~180USD/t（袋の有無により異なる)で販売している(表 1-6)。他

方、COMPED は 2009 年までごみ処分場として利用されていた SMC 処分場内に堆肥化施設を有

していた。そこで、ダムコーマーケットの生ごみを 1 日 1～2 台受入し、年間 200t の堆肥を製造

していた。しかしながら、2010 年にごみ処分場が移転したのに伴い、同敷地内の堆肥化施設を

閉鎖し、現在ではバッタンバンにて堆肥化事業を実施しており、100~120USD/t で販売している

(表 1-7)。 

他方、環境局へのヒアリングによると、当局では廃棄物の減量方法の 1 つとして、バイオガス

発電やコンポスト化を検討しているが、バイオガス発電について 2012 年より実験を行ったが、

費用不足や技術的な問題で現在は停止しているとのことであった。 

表 1-6 CSAROによる生ごみの堆肥化について 

項目 内容 
生ごみの仕入れ先 CINTRI 社より仕入れ(費用は無料※運転手にﾁｯﾌﾟは渡す) 

※CINTRI 社はﾀﾞﾑｺｰﾏｰｹｯﾄ周辺住民から回収したごみ 
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項目 内容 
生ごみの仕入れ量 4ｔ/日(＝1 台/日) 
生ごみの分別 5 人/1 ｸﾞﾙｰﾌﾟの 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟで実施 

4ｔの内、堆肥化に使える生ごみは約 90% 
※分別後の生ごみ以外のごみは CINTRI 社にて持ち帰り 

製造ﾗｲﾝ数(堆肥させる発酵槽) 20 ﾗｲﾝ(20ｔ/ﾗｲﾝ) 
製造期間(発酵及び熟成期間) 約 70～80 日(雨季時は、約 80～90 日) 
堆肥種別 3 種類の分別(振るい機にて、堆肥の大きさにより分別) 

①粒子が粗い堆肥：畑用の肥料 
②粒子が細かい堆肥：公園(花)用の肥料 
③その他残：再度発酵槽に混ぜる 

堆肥製造量 30～40ｔ/月 
※2～3 名で製造を実施 

販売方法 ・運搬して販売する場合 
・直接購入しにくる場合 

販売価格 プノンペン都での販売の場合 
・160USD/ｔ(袋あり、運搬込) 
・180USD/ｔ(袋なしまたは、運搬なし) 
その他の購入者の場合 
・0.13USD/kg(袋なし) 
・0.38USD/kg(袋あり) 

販売量 20～50t/月 
※雨季の前に使用するため、4～6 月が一番売れる 

購入量 1 人当たり、約 0.5t～3t を購入することが可能 
需要と供給 購入者は増加傾向であるが、資金不足により製造ができないため、供

給できていない 
出所：JICA 調査団作成 

表 1-7 COMPEDによる生ごみの堆肥化について 

項目 内容 
開始時期 2009 年～ 
敷地面積 8,000 ㎡ 

※市の土地 
生ごみの仕入れ 2t/日 

※堆肥化に使える生ごみは約 84% 
堆肥の年間生産量 25t/年 
販売先 農家(大規模、果樹園)、政府・行政、ホテル、販売店等 
販売価格 100～120USD/t 
運送代 ﾊﾞｯﾀﾝﾊﾞﾝ→ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 30USD/t 
出所：JICA 調査団作成 

 廃棄物に関する調査状況 2)

プノンペン都のごみ質について、プノンペン王立大学の Yim Mongtoeun 氏が 2012 年に路上や

家庭から排出されるごみ質について調査している。その調査結果によると、食品廃棄物が 60-70%
を占めており、C/N 比(炭素率)5は 20:1 と有機物を豊富に含んでおり、ごみの処理方法として堆

肥化は有用な選択肢であるとされている6。他方、事業系ごみについても調査を実施しており、

                                                        
5 C/N 比(炭素率)とは、有機物に含まれる炭素(C)量と窒素(N)量の比率のこと。一般的に、C/N 比が 20 以下であれば、

生物分解が進みやすいとされている。 
6 出典：Yim Mongtoeun, 岡山大学大学院学位論文「カンボジア・プノンペンにおける 3R をベースとした廃棄物マネ

ジメント構築のための廃棄物発生量とリサイクルポテンシャルの分析」、2015 年 3 月 
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ごみの試料は 52 の事業セクターから収集している(ホテル、レストラン、ネットカフェ、ゲスト

ハウス、ビアガーデン、マーケット、学校、マイクロファイナンス機関、ショップなど)。その

結果、食品廃棄物が 50-60%、プラスチックおよび紙が 30-40%、ガラスが 5-6%であり、もし食

品廃棄物とその他のリサイクルが可能なものを完全に分別すると、廃棄物の 61%が削減できる

と結論付けている。 

次に、プノンペン都および「カ」国における主要都市のごみの成分調査結果を表 1-8 に示す。

堆肥の原料となる食品廃棄物と木材の合計は、60～70%になっている。これからはごみの分別政

策が推進されていくことから、分別済みの食品廃棄物や木材が堆肥の原料として利用できるよう

になると想定される。そのため、これらの原料を汚泥と混合して堆肥としてリサイクルする本事

業計画は、「カ」国の現状に合致しているものと結論できる。 

表 1-8 Waste composition in major cities of Cambodia 

Cities 
Waste composition (%) 

Food Plastic Paper Metal Textiles Glass Wood Other 
Phnom Penha 63.3 15.5 6.4 0.6 - 1.2 - 13.0 
Phnom Penhb 70.0 6.0 5.0 2.0 3.0 2.0 6.0 6.0 
Phnom Penhc 66.3 10.4 4.5 3.0 1.0 1.4 0.7 13.0 
Battambangb 71.0 10.0 2.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 
Siem Reapb 54.0 11.0 6.0 1.0 3.0 3.0 11.0 11.0 
Kampong Chamb 60.0 12.0 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0 16.0 
Average 64.1 10.8 4.8 1.8 3.2 2.3 4.5 10.2 

出典：Yim Mongtoeun, 岡山大学大学院学位論文「カンボジア・プノンペンにおける 3R をベースとした廃棄物マネジメ

ント構築のための廃棄物発生量とリサイクルポテンシャルの分析」 
a: JICA, 2005 
b: IGES report, 2011 
c: Mongtoeun et al., 2013 

 農業の状況 (3)

 概況 1)

「カ」国においては、国土面積約 180 百万 ha の約 6 割程度が農地であり、人口の約 8 割が

農村地域に住み、また人口の約 6 割が農業で生計を立てており、農業セクターは経済成長のた

めの重要な役割を果たしている。しかしながらその一方で、農業セクターの国内総生産に占め

る割合は 31.6%足らずであるため、農作物の生産性の向上が農業セクターの更なる発展のため

の主要な課題として、「カ」国政府による四辺形戦略 (Rectangular Strategy for Growth, 
Employment, Equity and Efficiency Phase II)や農業と水中期戦略(Strategy for Agriculture and Water 
2006-2010)などの国家戦略に掲げられている(表 1-9、表 1-10)。 

「カ」国の最大の作物生産である稲作は、作物の作付面積 270 ha のうち約 85%を占めてい

る(図 1-1)。主要な農作物はコメとキャッサバである(表 1-11)。灌漑による稲作は約 7%であ

り、大部分が天水に依存していることから、生産量は降水量に左右される7。2014/2015 年の全

国の平均単収は 2.43 t/ha であり、近隣のベトナム(5.76 t/ha)、タイ(2.77 t/ha)、ラオス(3.11 t/ha)、

                                                        
7 出所：社団法人国際農業協力・交流協会、国際農業協力「カンボジア農林業の現状と課題」Vol.29(2006), No.2 
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マレーシア(4.02 t/ha)と比較しても低い水準にある(表 1-12)8。これは降雨の変動に加え、土壌

が肥沃ではないことにも原因である。 

表 1-9 農林水産業の地位(2013年) 

項目 
カンボジア 日本 

名目額 
(億 USD) 

GDP 比 
(％) 

名目額 
(値 USD) 

GDP 比 
(％) 

国内総生産(GDP) 152 - 48,985 - 
うち農林水産業 48 31.6 577 1.2 
一人当たり GDP(USD) 1,008 38,528 
出所：日本 農林水産省 

表 1-10 農地の状況(2012年) 

土地区分 
カンボジア 日本 

面積 
(万 ha) 

比率 
(％) 

面積 
(万 ha) 

比率 
(％) 

国土全体 1,810 100.0 3,780 100.0 
農用地 576 31.8 455 12.0 
耕地 410 22.6 425 11.2 
永年作物地 16 0.9 30 0.8 
永年採草・放牧地 150 8.3 - - 
出所：日本 農林水産省 

 

 
出所：Asian Soil Partnership Consultation Workshop on Sustainable Management and Protection of Soil Resources, 3-15 May 2015, Bangkok, 
Thailand, Dr. Seng Vang, Deputy Director, CARDI/MAFF 

図 1-1 Generalized soil fertility potential and land use maps of Cambodia 

表 1-11 「カ」国における主要農作物 

単位：万/t 

主要農産物 2009 2010 2011 2012 2013 
コメ(籾) 759 825 878 929 939 

キャッサバ 350 425 803 761 800 
とうもろこし 92 77 72 95 93 

                                                        
8 出所 USDA, Foreign Agricultural Service, Rice Area, Yield, and Production, 2016 年 6 月 8 日時点
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdReport.aspx?hidReportRetrievalName=Table+09+Rice+Area%2c+Yield%2c+and+Produ
ction&hidReportRetrievalID=893&hidReportRetrievalTemplateID=1 
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主要農産物 2009 2010 2011 2012 2013 
さとうきび 35 37 47 57 60 
ココナッツ 6 6 6 5 6 
天然ゴム 4 4 4 4 4 

出所：FAO 

表 1-12 アジア諸国におけるコメの平均単収 

Country 
Yield(2014/2015) 

(tons / hectare) 
China 6.81 

Japan 6.71 

Vietnam 5.76 

Malaysia 4.02 

Laos 3.11 

Thailand 2.77 

Cambodia 2.43 

出所：USDA, Foreign Agricultural Service, Rice Area, Yield, and 
Production(2016) 

 ココナッツの生産状況 2)

2007 年の国際連合食料農業機関(FAO)の報告によると、「カ」国におけるココナッツの生産に

ついては、2007 年までは大規模なココヤシの商業栽培は行われていない。ココナッツは家庭菜

園の主要な作物であり、若いココナッツや熟成したココヤシの大規模栽培は北東のラタナキリ州

やモンドルキリ州、南西のコンポンスプー州やカンポット州、シハヌークビル特別市、ココン州

において展開しているところである。ココナッツ生産量について、2004 年に Plant Protection and 
Phytosanitary Inspection Office(PPPIO)によって実施された一次調査結果によれば、「カ」国には少

なくとも 1,200 万本のココヤシが存在するとされており、カンポット州(2,669,000 本)やコンポン

スプー州(2,536,000 本)、シハヌークビル特別市(2,404,000 本)、ラタナキリ州(1,864,000 本)におい

て盛んに生産されている9。 

 電力の状況 (4)

2001 年 2 月に電力セクターの規制のために電力法(The Electricity Law)が公布され、電力供給事

業に関する監督・調整を行なう法的組織としてカンボジア電力公社  (EDC: Electricite du 
Cambodia)が設立された10。「カ」国の電力供給開発戦略は、大規模な発電施設を建設し、また発

電所建設期間中は近隣諸国から電力を輸入するために、南部と西部地域11の大都市間に送電線を

建設することから成っている。「カ」国では電力は下記の機関によって発電及び配電が行われて

いる。 

                                                        
9 出所：Hean Vanhan(2007), Deputy Director, Department of Agronomy and Agricultural Land Improvement, Ministry of 
Agriculture Forestry and Fisheries, “Developing an Asia-Pacific strategy for forest invasive species: The coconut beetle 
management in Cambodia”, http://www.fao.org/docrep/010/ag117e/AG117E06.htm 
10 出所：CDC, http://www.cambodiainvestment.gov.kh/ja/investors-information/infrastructure/electricity.html, (2016 年 2 月時

点) 
11 南部地域にはプノンペン市、カンダール(Kandal)、カンポンスプー(Kampong Speu)、タケオ(Takeo)、カンポット

(Kampot)シハヌークビル(Sihanoukville)を含み、西部地域にはバンテミンチャイ(Bantey Mean Chey)、バッタンバン

(Battambang)、シェムリアップ(Siem Reap)州が含まれる。 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/ja/investors-information/infrastructure/electricity.html
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 国営企業である EDC (Electricity Authority of Cambodia) 
 州都における独立系電力事業者(Independent Power Producers：IPP)を含む民間業者 
 小都市における小規模認可業者 
 農村部における地方電気事業者(Rural Electricity Enterprises：REE) 

EDC はプノンペン都、カンダール州及び 12 の州都(シハヌークビル、コンポンチャム、タケ

オ、バッタンバン、シェムリアップ、ボンテイミチャイ、カンポット、カンポンスプー、ステン

トレン、スヴァイリエン、プレイベン、ラタナキリ)とベトナム国境の 4 地域(バベット、メモッ

ト、ポンヘクレック、カンポン・トラク)における発電・配電・送電の複合事業認可を受けてい

る。 

「カ」国の電力供給は基礎的な需要を満たしておらず、地方では依然として 24 時間供給は保

証されておらず、またその品質も信頼性に欠けるのが現状である。国内の発電量は、全体の約

63%でありそのうち水力発電が半分以上を占めている。なお、発電量のうち約 37%は近隣の外国

(タイ、ベトナム、ラオス)から輸入している(表 1-13)。2007 年のカンボジア電力開発計画による

と、電力需要は 2020 年まで急速な増加を辿ると予想されている。「カ」国の将来電力需要は、表 
1-14 に示す通り、2020 年には 2,770MW に達すると予想されている。 

表 1-13 「カ」国における電力量の推移 

電源 
電力量 構成比 

(2014 年比) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
①国内の発電量 1,234.6 968.4 1,018.5 1,423.1 1,770.0 3,058.4 62.9% 

 

火力発電 1,187.2 936.6 967.0 905.7 754.4 1,206.8 24.8% 

 
ディーゼル／重油 1,152.7 898.7 908.6 856.6 579.0 327.0 6.7% 
石炭 28.0 32.1 46.5 37.4 168.8 863.0 17.8% 
バイオマス、木材 6.5 5.8 11.9 11.7 6.7 16.8 0.3% 

水力発電 47.4 31.7 51.5 517.4 1,015.5 1,851.6 38.1% 
②外国からの輸入量 842.4 1,546.5 1,829.8 2,104.3 2,281.6 1,803.1 37.1% 

 

タイ 324.2 385.3 430.8 535.1 579.6 523.6 10.8% 
ベトナム 518.1 1,155.4 1,392.4 1,560.2 1,691.3 1,265.7 26.0% 
ラオス - 5.8 6.6 9.0 10.7 13.8 0.3% 

総電力量 2,077.0 2,514.9 2,848.3 3,527.4 4,051.6 4,861.5 100.0% 
出所：Electricite du Cambodia, Yearly Report on Power Sector for Year 

表 1-14 電力需要予想 

単位：MW 

2012 2015 2018 2020 
1,062 1,643 2,283 2,770 

出所：Electricite du Cambodia, 2011 

表 1-15 電力料金 

分類 電気料金 
プノンペン都およびカンダール州

(Takmao)の一般家庭向け 
月 50kWh 以下 610Riel1)/kWh 
月 50kWh を超える 720 Riel/kWh 

政府機関予算で支払う顧客、大使館、

外国人住宅向け 
すべての顧客 820 Riel/kWh 
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分類 電気料金 
商業・工業用の顧客 小口顧客 MA2) + 0.036USD/kWh 

中口顧客 MA + 0.028USD/kWh 
大口顧客 MA + 0.024USD/kWh 

1)1USD は約 4,000Riel 
2)MA は、独立系電力供給業者(IPP)の 2 ヶ月前の月平均価格を意味する。 
出所：MIME, 2011 年 11 月 

 関連組織 1-2-2

本調査において関係の深い組織は、プノンペン都、公共事業運輸局、環境および農業系の組織

である。 

プノンペン都(PPCC : Phnom Penh Capital City)は、内務省(MOI: Ministry of Interior)の管轄下にあ

り、プノンペン都で実施される事業については、各省庁(Ministry)およびその下部組織(Department)
と連携し、進めることになっている。廃棄物管理局(WMD: Waste Management Division)は、廃棄

物の収集や廃棄物処分場の管理、廃棄物管理に関する計画策定等を行っている(写真 1-5)。 

公共事業運輸局(DPWT : Department of Public Works and Transport)は、公共事業運輸省(MPWT: 
Ministry of Public Works and Transport)の下部組織であり、プノンペン都の下水・排水事業の他、

道路、港湾等の公共事業を所管している。このうち、特に下水・排水分野を所管しているのは排

水・下水課(DSD: Drainage and Sewerage Division)であり、下水管路や公衆衛生サービスの維持管

理を担っている。 

環境省(MOE: Ministry of Environment)は、環境および天然資源の保護を担う組織であり、環境

全般の法制度の策定、政策実施、環境アセスメントの推進等を行っている。ただし、実務を行う

のは、地方政府に属する環境局(DOE: Department of Environment)の所管であり、このうち、本調

査と関連の深い廃棄物管理課は下水や廃棄物を所管しており、プノンペン都内の事業については、

WMD と協同で実施している。環境局の職員はプノンペン都の区の職員を合わせて 74 名、その

うち廃棄物管理を担当している職員は 7 名である。環境局は環境省の下でプノンペン都の環境を

管理する組織であり、環境モニタリングと環境評価の役割を担っている。 

農林水産省(MAFF: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)は、農業資材(肥料や農薬等)、作

物衛生、農産品の安全・品質等の検査および管理の責務を担っている。「カ」国で農業資材を販

売する場合は、MAFF への登録が必要となる(3-4 章で詳述する)。 
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出所：Overview of Urban Development in Phnom Penh Capital City, 2011 

写真 1-5 プノンペン都の組織 

 対象分野における開発課題 1-2-3

 汚水および腐敗槽汚泥 (1)

2015 年 4 月に開催された東南アジアにおける汚水管理に関する地域戦略ワークショップ

(Regional Policy Workshop on Waste Water Management in South-East Asia, Apr 2nd-3rd,2015, Thailand)
において、MPWT は「カ」国の汚水管理の現状・課題を次のように整理している。 

MDGs において、2015 年までの改善された衛生施設へのアクセス率を 50%(都市部 74%、農村

部 30%)としていたのに対し 2014 年現在、そのアクセス率は全体としては 56%、都市部で 80.2%,
農村部では 46.2%となっている。他方、衛生分野の課題として、下水道や排水に関する全体計画

が無いこと、また下水道施設を維持管理にかかる人的資源、財源が不足していることを挙げてい

る。そして、今後の対応としては、1)汚水管理に関連する法制度の制度化や人材の育成、2)各都

市における下水道計画の作成としている。 

また ADB が作成した報告書 Water Supply and Sanitation Sector Assessment, Strategy, and Road 
Map12において、腐敗槽汚泥の収集・処分について現状と課題を整理している。それによると、

プノンペン都やその他の大都市においては、有料の汚泥の収集サービスがあり、汚泥の処分場も

あるが、収集業者は汚泥処分費の支払いを回避し、市街地近郊の違法地帯へ廃棄していると指摘

している。廃棄物の不法投棄は法的に規制されているが、完全には規制できておらず、公衆衛生

                                                        
12 ADB, Water Supply and Sanitation Sector Assessment, Strategy, and Road Map, January 2012 
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の改善のためにも腐敗槽汚泥を適正に処分する必要があるとしている。そのためには、財政支援

なしで汚泥収集を行う企業的な活動が推奨されなければならないと言及している。ただし、その

ためには、汚泥処分や処分場の管理、法的強制力の改善にむけた意識向上が早急に必要である。

加えて、個人が用地(緑地帯や雨水調整池、安定化池等)を侵害しないような規制の強化が求めら

れると結論付けている。 

 廃棄物 (2)

プノンペン都の廃棄物は、都市化の進展に伴い、増加の一途を辿っている。しかしながら、法

的にはごみを分別しなければならないことになっているものの、分別しても、1)リサイクルする

手段・施設がない、2)収集業者が分別されたごみをまとめて回収してしまう、などの理由により

これまでの 3R の活動は失敗してきている。 

国際連合地域開発センター(United Nations Centre for Regional Development : UNCRD が、2015
年 8 月に開催した第 6 回アジアパシフィック地域 3R フォーラムにおいて、プノンペン都は廃棄

物管理の現状と課題に関する報告書を取りまとめている(後述)。また、そのフォーラムの国別セ

ッションで、「カ」国における廃棄物管理の現状と課題を以下のように整理している。 

 「カ」国は廃棄物管理に関するいくつかの法令、方針、ガイドラインを策定した。また

地方で廃棄物管理のパイロット事業を実施するための予算措置を開始した。 
 包括的固形廃棄物管理(Integrated Solid Waste Management : ISWM)は 3R を通じて廃棄物

の発生を抑制するキーアプローチである。 
 2030 年に向けて廃棄物管理の定量的な目標値を設定した。 
 Green Industry Award のプログラムをスタートした。 
 現在の廃棄物収集システムは、廃棄物が増加し成分が変わってきているので、限られた

処分場の容量の状況を考えると適切ではないことを認識し始めた。 

表 1-16 廃棄物分野における課題の整理 

制約・課題 具体的な内容 
財政面の制約  処分場で廃棄物を処理するための施設を購入する予算が不足している。施設の

例としては、ゴミ分別施設、廃棄物処理施設、リサイクル施設などである 
制度・管理面での課題  地方の実施機関、政策立案者、関連するステークホルダーの専門性が不足して

いる。 
 3R の実施に対する厳密かつ定期的なモニタリングおよび評価活動が不足して

いる。 
 関連機関との協力が不足している。また公的機関／コミュニティの協力者が不

足している。 
 ゴミの最終処分場での廃棄は、技術基準を満たしていない。ブロックピットに

廃棄するゴミについて、ゴミ減容のための分別・処理が行われていない。 
 様々な有害な廃棄物(電気製品、医療製品、使用済み電池、蓄電池、ネオン電球、

化学物質の袋)が劇的に増加しているが、普通ゴミからそれらを分別することに

注意が払われていない。 
政策ギャップ  法体系が不十分で、既存の法令の執行力は限定的である。 

 戦略的な計画がなく、実施している活動に対するモニタリングが不十分であ

る。 
その他  固形廃棄物管理のための人的資源および 3R の技術人材が不足している。 
出所：第 6 回アジアパシフィック地域 3R フォーラム 
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 農業 (3)

現在、化学肥料や農薬のほとんどがベトナムやタイなどの近隣諸国から不法に流入しており、

外国語表記のラベルのまま販売されているため、農民の多くは、適切な使用方法を十分理解する

ことなく、それらを購入・使用せざるを得ない状況にある。その結果、農作物の生産性の向上を

妨げているばかりでなく、特に農薬については、その誤使用による健康被害や環境汚染および食

物の危険性の増加を引き起こす可能性もあり、「カ」国政府にとって、農業資材管理の改善およ

び農業資材販売業者や使用者への適切な情報の提供が、経済および社会発展のために緊急に取り

組むべき大きな課題のひとつとなっている。 

 対象国の対象分野における開発計画、関連計画、政策(外資政策含む)および法制度 1-3

 開発関連計画・政策 1-3-1

 国家戦略/開発計画 (1)

「カ」国では、国家戦略開発計画(NSDP/ National Strategic Development Plan, 2014-2018)を策定

しており、その中でグッドガバナンスを社会正義の達成および社会経済発展の中軸に据え、四辺

形戦略(Rectangular Strategy)として「農業開発(多様化、価値付加、生産性向上)」、「ハード・イン

フラ開発」、「民間セクター開発と雇用」、「能力育成と人材開発」を重要課題に掲げている。この

うち、NSDP( update 2009-2013)では、都市部における下水処理システムの整備を強化することが

述べられている。他方、NSDP(2014～2018)においては、交通及び都市インフラ整備の戦略の一

つとして、「廃棄物および汚水管理システムの導入」を都市開発の国家戦略に位置付けている。 

また、現在の NSDP(2014～2018)期間中の、環境省の実施事項のうち、汚水および廃棄物管理

に関係する項目として、以下の通達の発行を予定している。 

 Circular on management of waste water, to municipal and provincial authorities. 
 Circular on scientific collection, transportation, recycling and disposal of solid waste and 

rubbish. 

また、NSDP の文書の中で、前期の開発計画(2009～2013)の実施結果を総括している。本調査

が関係する事項についての実施結果は下表の通りである。 

廃棄物管理 ： 環境省が排出源と投棄場所での廃棄物対策を強化した。 
都市ごみのリサイクルと廃棄物管理分野での大規模投資を奨励した。 

下水排水対策 ： 地方レベルにおいては、下水管理システムを強化した。Battambang、
Preah Sihanouk、Siem Reap、臨海エリアの州、Tonle Sap 湖の周辺州に
おいて、排水処理プラントを設置した。 

地方のコミュニティ
開発 

： 240 軒の家庭に堆肥肥料小屋を建設するための材料を提供した。 

廃棄物に関する政策としては、廃棄物を家庭廃棄物と危険廃棄物に分類する Sub-Decree on 
Solid Waste Management(1999 年)に従って推し進められている。環境省はこの法令の施行につい

て責任を担っている。同省はガイドラインとライセンスを発行し、あらゆる固形廃棄物の管理を

制御、監視、および監督している。 
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 汚水および腐敗槽汚泥管理 (2)

「カ」国はミレニアム開発目標の 1 つとして、「2015 年までに良好な衛生環境に持続的にアク

セスできない人の割合を半分にする」と位置付けている。2014 年に実施された社会経済調査に

よると、「カ」国の 56%の家庭が良好なトイレを利用できるようになっており、そのほとんどが

下水管もしくは腐敗槽に接続されている13。表 1-17 に地域分類ごとの衛生施設の状況を、表 1-18
に衛生施設の普及状況の経年変化を示す。プノンペン都には 36.9 万世帯が居住しているが、下

水処理場が無く、衛生施設の整備として、排水路への接続が 76.1%、腐敗槽が 21.9%となってい

る。 

表 1-17 地域別のトイレ施設の状況(2014年) 

単位：(%) 

Type of facilities Cambodia Phnom Penh Other urban Other rural 
Improved toilets 55.9 98.1 80.2 46.2 
Pour flush/flush connected to sewerage 12.4 76.1 10.7 3.3 
Pour flush/flush connected to septic tank 42.8 21.9 69.3 42.1 
Pit latrine with slab 0.7 0.1 0.2 0.8 
Unimproved toilets 43.9 1.9 19.8 53.5 
Pit latrine without slab/open pit 0.4 0 0.2 0.5 
Latrine overhanging field/water 2.5 0.2 0.9 3.1 
Public toilet (pit latrine/latrine) 1.8 0.2 1.2 2.1 
Open land 38.5 1.5 17.3 46.9 
Other included in not improved 0.7 - 0.2 0.9 
Not stated 0.2 - 0.1 0.3 
Total 100 100 100 100 
Number of households 3,261,000 369,000 366,000 2,526,000 
出所：Cambodia Socio-Economic Survey 2014, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Phnom Penh, October 2015 

表 1-18 地域別の良好なトイレ施設の割合の変化(2004年、2009年～2014年)(%) 

Domain 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cambodia 24.7 34.7 40 43.6 45.1 51.7 55.9 
Phnom Penh 95.5 98.4 97.1 97.6 94.7 98.4 98.1 
Other urban 50.9 73.5 76 76.6 77.7 86.4 80.2 
Other rural 13.7 22.9 28.7 32.3 32.8 40.2 46.2 
出所：Cambodia Socio-Economic Survey 2014, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Phnom Penh, October 2015 

 廃棄物管理 (3)

「カ」国は、UNEP の“Research on Advanced Waste Management in Asia and the Pacific” プロジ

ェクトのもとで、 “The Strategy on 3R for Waste Management in the Kingdom of Cambodia”を作成

している。それによると、2015 年および 2020 年を目標年として、本戦略に沿って、効率的な 3R
に関する固形廃棄物管理システムを構築することとしている。それにより、環境、生物多様性、

および公衆衛生への重大なリスクを回避しつつ、雇用を創出し、生計(収入)を増やし、処分場へ

の廃棄量を削減することとしている。本戦略は以下に示す 4 つの項目で構成される。このうち、

堆肥化については、環境省は 2015 年までにすべてのセクターで 20%の有機性のゴミを堆肥化し、

2020 年までに家庭からの有機性ゴミの 40%を堆肥化する目標を設定している。 
                                                        
13 Cambodia Socio-Economic Survey 2014, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Phnom Penh, October 2015 
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① 最終処分場への廃棄のためのゴミの収集 
② リサイクルのためのゴミの分別 
③ 有機性のゴミの堆肥化 
④ 環境法令に則った最終処分場の開発と運用 

固形廃棄物の 3R 戦略を実現するために、以下に示す 5 つのプロジェクトを設定した。 

 国家及び地方レベルにおける廃棄物管理の 3R 政策と規制の開発 
 3R イニシティブの共通理解および政府職員の能力強化と改善 
 特定の都市部における家庭ごみの管理に特化したパイロット事業を通じた 3Rイニシテ

ィブの達成 
 公的部門・民間部門に対する 3R 政策と規制の普及活動と展開 
 3R イニシティブの国家政策への統合 

プノンペン都は、第 6 回アジアパシフィック 3R フォーラムにおいて、廃棄物管理の戦略およ

び政策について、都のレポートで以下のように報告している。 

プノンペン都開発戦略 2005-2015 において、「(目標 2.2)公衆衛生の安全を確保するために、固

形廃棄物を管理・廃棄すること」、と記載されている。そのための 4 つの戦略が示されている。

それらは、①包括的な廃棄物の収集・廃棄システム／インフラの確立・整備、②有害廃棄物によ

る汚染の防止、③処分場に廃棄する廃棄物の削減、④廃棄物のリサイクルとリユースおよび開発

計画での緑地帯の導入、の 4 つである。 

現在、プノンペン都は、固形廃棄物の管理と 3R の概念に関する業務に注力している。プノン

ペン都では、当局が廃棄物管理と 3R の普及のためのキャンペーンを促進している。一例を挙げ

ると、(堆肥化工程などで発生する)バイオガスのプログラムは郊外に住む人々にとって、費用を

節約する優れた手段になっている。発生するガスは、電気や調理用のガスとして用いられる。公

共のマーケットでは、廃棄物を生ごみ(wet waste) と乾燥ゴミ(dry waste)に分けるように販売業者

を指導している。前者は生分解性の廃棄物で有機肥料の原料になるが、後者は生分解性でないた

め処分場に廃棄される。 

プノンペン都の全ての教育機関は、” Clean City Good Environment”のスローガンのもとで、

衛生・環境、清掃と分別、堆肥化などのプログラムを有している。また 3R を実践する NGO に

対して、様々な支援を行っている。その一方で、罰則の適用も開始してバランスのとれた適切な

管理を推進している。 

同フォーラムのレポートでは、3R 分野における将来の見通しや機会について、下記のように

回答している。 

 国に対して、3R に関する基本方針と関連法令を整備することを提案する。 
 全ての人々、市場、学校、民間製造業に 3R の概念を普及する活動を行う。 
 大きなマーケットやプノンペン都の公道沿いに、より良いゴミ箱やリサイクル廃棄物の

保管場所を設置する活動を継続する。 
 ビニール袋の使用削減を奨励・促進する活動を継続する。 
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 使用済み電池と電子廃棄物を安全に収集・保管する活動を継続する。 
 生ゴミおよび乾燥ゴミの収集・運搬における仕組み構築を支援する。 
 最終処分場での廃棄物のリサイクル事業にNGOや民間事業者が投資することを奨励す

る。 
 ゴミの分別、3R の概念、およびリサイクルの強化に関する普及・啓発活動の強化を支

援する。 
 廃棄物管理および 3Rに関する法規制の実施を実行していくための必要な規則を策定す

る。 
 都市部における廃棄物管理及び 3Rの概念に関する活動を指導し実行するための必要な

法令を策定する。 
 家庭や地域の廃棄物の排出者に対する意識啓発と地方行政機関の能力強化を継続する。 

以上のように、汚泥を堆肥化することにより廃棄物を削減・リサイクルし、処分場への廃棄量

を削減し、不法投棄の削減にもつながる本事業計画は、「カ」国およびプノンペン都の政策と一

致している。 

 農業 (4)

「カ」国の農業政策は「農業セクター戦略的開発計画 2014-2018(ASDP: Agricultural Sector 
Strategic Development Plan 2014-2018)」を現在作成中である。本政策は、NSDP2014-2018 に沿っ

ており、この 5 年間の MAFF における農業分野の目標を次の通り定めている。 

 農業の生産力、多様化、商業化の強化による年間約 5%の成長 
 畜産業および水産養殖の向上 
 農地改革と地雷除去 
 持続的な森林及び水産資源管理 

また、ASDP2014-2018 では農業セクターの強化を通じて、貧困削減と同様に経済成長へ貢献

すると位置付けており、それを達成するためのビジョン、ミッション、目標をそれぞれ定めてい

る。 

ビジョン   ： 国民のために十分な食糧保障を確保し、農業経済の成長を通じた貧困削

減、並びに自然資源の管理保全に貢献する 

ミッション  ： 安全な食糧供給を確保する高品質のサービスを提供すること、及び農林

水産業の生産に依存している分野の、持続可能性と費用効果に基づく農

業生産性と付加価値を向上させることにより、経済成長を支える 

セクター目標 ： 貧困削減並びに経済成長を支えるために、環境保護・管理及び自然資源

の保全に特に留意し、農業の生産、多様化、ビジネスを改善する 

この ASDP2014-2018 では上記の目標を達成するための活動を複数挙げており、その中では、

有機肥料の利用促進、土壌や農薬、残留化学物質等の質的管理を実施するとしている。 
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 法制度 1-3-2

「カ」国の法制度の序列を表 1-19 に示す。法制度の立法過程は国民議会で可決された後、上

院が再審議のうえ採択し、国王の勅許により交付される。 

本調査に関連する分野(汚水／腐敗槽、一般廃棄物管理、農業／堆肥)における「カ」国の法管

理体系を表 1-20 に整理した。関連分野の法制度状況については、次項以降に述べる。 

表 1-19 「カ」国における法規序列 

法規序列 内容 
憲法(The Constitution) カンボジア国における最高法規 
国際条約・協定(Treaties and Convention) 憲去第 26 条によれば、国民議会と上院の承認に基づき国王が署名し、

比准することとなる。批准後には、国際条約(2 国間または多国間)・
協定は法律と見なされ司法上の準拠基準の一つとなる。 

法律(Chhibab: Law) 国民議会により採択される法規。 
勅許 (Royal Kram: Preah Rach Kram、

Decree: PreahRaachKret) 
国王が憲法で定められた権限に従い、国王の名により発する。 

政令 (Anu-Kret:Sub-Decree) 閣議での採択に続き、首相により署名される。閣議で採択されなかっ

た場合、首相と主管大臣の署名により有効となる。首相は法令で定め

られた権限内で政令を発布することができる。 
省令(prakas: Declaration) 法令に定められた権限内において、閣僚により発せられる。 
決定(Sechkdei Samrech: Decision) Decision 首相により、 Prakas-Deika は閣僚または知事により、法令

に定められた権限に基づきそれぞれ発せられる。 
告示(Sarachor: Circular) 一般に特定の法制度を説明したり明確にしたりするために、あるいは

指示を与えるために、政府の長としての首相や省庁の責任者としての

大臣が発布する。  
州令(Arrete Provincial Deika) 州の地理的範囲内において有効であり、州知事が発布する。 
出所：JICA 調査団作成 

表 1-20 本調査に関連のある「カ」国の法体系 

分類 名称 
汚水／ 

腐敗槽 
廃棄物 

農業／ 

堆肥 

法律 

∙ Law on Environmental Protection and Natural 
Resource Management ( 1996 ) 

○ ○  

∙ Law on the Management of Pesticides and 
Fertilizers(2012) 

  ○ 

政令 

∙ Solid Waste Management (1999) ○ ○  

∙ Water Pollution Control (1999) ○ ○  

∙ Air Pollution and Noise Disturbance  ○  

∙ Environmental Impact Assessment Process ○ ○  

∙ Solid Waste Management in Urban Area(2015) ○ ○  

∙ Construction Permit ○   

∙ Economic Land Concession   ○ 

省令、決定等 

∙ Joint Declaration MoE & MoI on Household Waste 
Management 

 ○  

∙ Joint Prakas19 on Solid Waste Management in Cities 
and Provinces made between the Ministry of 
Environment (MoE) and the Ministry of Interior 
(MoI) (2003) 

 ○  
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分類 名称 
汚水／ 

腐敗槽 
廃棄物 

農業／ 

堆肥 

∙ Directive on Industrial Hazardous Waste 
Management (2000, MoE) 

 ○  

∙ Directive on Industrial Sludge Management (2000, 
MoE) 

○ ○  

∙ Directive on Health Care Waste Management(2008, 
MoH) 

 ○  

ガイドライン 
∙ Guideline on Plastic Waste Management  ○  

∙ Guideline on Environmental Management ○ ○ ○ 

出所：JICA 調査団作成 

 汚水および腐敗槽汚泥管理 (1)

「カ」国においては、汚水管理に関する法律は無く、汚水・雨水排水管理に関する法律

(Wastewater Management Law)を策定中である。水質汚濁防止に関する法令としては、1999 年に

「Sub-decree on Water Pollution Control, 1999(水質汚濁防止に関する政令)」が制定されている。本

政令は、廃水(液体廃棄物)、有害廃液の定義、分類、水質環境基準、排水基準、排出者の責任、

モニタリング、許認可、査察、罰則などを定めている。同政令で定められている水質基準として

「生物多様性保全」のため、河川、湖沼(貯留池)および海域における水質基準が設定されている

(表 1-21)。 

表 1-21 水質環境基準(生物多様性保全) 

対象水域 No 項目 単位 基準値 

1. 河川 

1 pH - 6.5 – 8.5 
2 BOD5 mg/l 1 – 10 
3 Suspended Solid mg/l 2.4 – 100 
4 Dissolved Oxygen mg/l 2.0 – 7.5 
5 Coliform MPN/100ml < 5,000 

2．湖沼および貯留池 

1 pH - 6.5 – 8.5 
2 CODMn mg/l 1 – 8 
3 Suspended Solid mg/l 1 – 15 
4 Dissolved Oxygen mg/l 2.0 – 7.5 
5 Coliform MPN/100ml < 1,000 
6 Total Nitrogen mg/l 1.0 – 0.6 
7 Total Phosphorus mg/l 0.005 – 0.05 

3．沿岸域 

1 pH - 7.0 – 8.3 
2 CODMn mg/l 2 – 8 
3 Suspended Solid mg/l 2 – 7.5 
4 Coliform MPN/100ml < 1,000 
5 Oil Content mg/l 0 
6 Total Nitrogen mg/l 0.2 – 1.0 
7 Total Phosphorus mg/l 0.02 – 0.09 

注：本表では、パラメータ(項目)によっては基準値として「下限値と上限値」が設定されている。「下限値」につ

いて MOE へ問合せたところ、(pH 以外の項目で)下限値が設定されているのは「誤り」であり、基準値の見直しを

行うことになっているが、MOE によると、まだ見直し作業は開始しておらず、その予定も未定とのことである。 
出所：Sub-decree on Water Pollution Control, Annex4 :Water Quality Standard in public water areas for bio-diversity 
conservation. 

また、排水基準に関しては、同政令では(Annex 2 として)「公共水域もしくは下水への汚染源
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の排出基準(Effluent standard for pollution sources discharging wastewater to public water areas or 
sewer)が規定されている(表 1-22)。この基準では「保護公共水域」への基準が設定されているが、

現在のところ保護地区は指定されていないため、(工場を含む)すべての排水について「公共水域

および下水への排出」基準が公共水域への放流点で適用される。 

表 1-22 公衆水域への排水基準 

No 項目 単位 基準値 
保護公共水域への排出 公共水域および下水管へ排出 

1 Temperature 0C < 45 < 45 
2 pH  6 – 9 5 – 9 
3 BOD5 ( 5 days at 20℃ ) mg/l < 30 < 80 
4 CODCr mg/l < 50 < 100 
5 Total Suspended Solids mg/l < 60 < 120 
6 Total Dissolved Solids mg/l < 1,000 < 2,000 
7 Grease and Oil mg/l < 5.0 < 15 
8 Detergents mg/l < 5.0 < 15 
9 Phenols mg/l < 0.1 < 1.2 

10 Nitrate (NO3 ) mg/l < 10 < 20 
11 Chlorine ( free ) mg/l < 1.0 < 2.0 
12 Chloride ( ion ) mg/l < 500 < 700 
13 Sulphate ( as SO4 ) mg/l < 300 < 500 
14 Sulphate ( as Sulphur ) mg/l < 0.2 < 1.0 
15 Phosphate ( PO4 ) mg/l < 3.0 < 6.0 
16 Cyanide ( CN ) mg/l < 0.2 < 1.5 
17 Barium ( Ba ) mg/l < 4.0 < 7.0 
18 Arsenic ( As ) mg/l < 0.10 < 1.0 
19 Tin ( Sn ) mg/l < 2.0 < 8.0 
20 Iron ( Fe ) mg/l < 1.0 < 20 
21 Boron ( B ) mg/l < 1.0 < 5.0 
22 Manganese ( Mn ) mg/l < 1.0 < 5.0 
23 Cadmium ( Cd ) mg/l < 0.1 < 0.5 
24 Chromium ( Cr+3 )   mg/l < 0.2 < 1.0 
25 Chromium ( Cr+6 )   mg/l < 0.05 < 0.5 
26 Copper ( Cu ) mg/l < 0.2 < 1.0 
27 Lead ( Pb ) mg/l < 0.1 < 1.0 
28 Mercury (Hg ) mg/l < 0.002 < 0.05 
29 Nickel ( Ni ) mg/l < 0.2 < 1.0 
30 Selenium ( Se ) mg/l < 0.05 < 0.5 
31 Silver ( Ag ) mg/l < 0.1 < 0.5 
32 Zinc ( Zn ) mg/l < 1.0 < 3.0 
33 Molybdenum ( Mo ) mg/l < 0.1 < 1.0 
34 Ammonia ( NH3 ) mg/l < 5.0 < 7.0 
35 DO mg/l >2.0 >1.0 
36 Polychlorinated Byphenyl mg/l <0.003 <0.003 
37 Calcium  mg/l <150 <200 
38 Magnesium mg/l <150 <200 
39 Carbon tetrachloride mg/l <3 <3 
40 Hexachloro benzene mg/l <2 <2 
41 DTT (Dithiothreitol) mg/l <1.3 <1.3 
42 Endrin mg/l <0.01 <0.01 
43 Dieldrin mg/l <0.01 <0.01 
44 Aldrin mg/l <0.01 <0.01 
45 Isodrin mg/l <0.01 <0.01 
46 Perchloro ethylene mg/l <2.4 <2.4 
47 Hexachloro butadiene mg/l <3 <3 
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No 項目 単位 基準値 
保護公共水域への排出 公共水域および下水管へ排出 

48 Chloroform mg/l <1 <1 
49 1,2 Dichloro ethylene mg/l <2.4 <2.4 
50 Trichloro ethylene mg/l <1 <1 
51 Trichloro benzene mg/l <2 <2 
52 Hexaxhloro cyclohexene mg/l <2 <2 
注：保護公共水域(Protected public water area)は、「保護地区」への排水排出であるが、現在「カ」国では保護地区と

して指定されている地区はないため、すべての排水は「公共水域および下水へ排出」基準が適用されている。 
出所：Sub-decree on Water Pollution Control、Annex 2, Effluent standard for pollution sources discharging wastewater to 
public water areas or sewer. 

他方、腐敗槽については、Sub-decree on Construction Permit(建築許可に関する政令)において、

腐敗槽設置に係る仕様を定めている。 

 容量：一般家庭の場合は最小 3m3(1 家屋当たり、アパート 1 フロア当たり、もしくは

80m3 当たり) 
ホテルの場合は最小 2m3 および 1 ベッドルーム当たり 0.5m3 

 深さ：最小 1.5m 
 構造：換気孔の設置、雨水の浸入防護 

Sub-Decree on Water Pollution Control(水質汚濁防止に関する政令)は、固形廃棄物や有害物質の

公共水域や公共排水系への廃棄を禁じている。また水質汚染につながる廃棄物の保管や廃棄を禁

じている(第 8 条)。住居や公共の建物から下水を、公共下水道システムやその他の処理システム

を経由せずに公共用水域に放流することを禁じている(第 9 条)。その他、汚泥管理は廃棄物や環

境関連の法律・政令に規定されている。また、環境省の下、2015 年に策定された Sub-Decree on 
Solid waste Solid Waste Management in Urban Area では、腐敗槽汚泥に関して下記のように規定し

ている。 

(第 27 条)腐敗槽からの汚泥の引き抜き、運搬、廃棄にかかる事業は、都、市、地方または

地区当局の許認可が必要である。それに先立ち、当局は都または州の環境局から技術的助言を

得ること。 

(第 47 条)都、市、地方または地区の当局からの許可証なしで配管や腐敗槽から汚泥の引き

抜き事業を行う者、または本法令の第 27 条に記載する担当当局が定めた場所以外の場所に汚

泥を運搬・投棄する者には、以下の罰金を適用する。 

 家族事業： 400,000 Riel 
 会社事業： 1,000,000 Riel 
 再犯の場合は、罰金の額は 2 倍とする。 

なお、環境省へのヒアリングによると、正式な施行は 1 年後(2016 年 8 月)を予定しているとの

ことである。 

 廃棄物 (2)

環境分野においては、環境および公害防止に関する法として、Law on Environmental Protection 
and Natural Resource Management(環境法)が 1996 年に制定された。本法の目的は次のとおりであ
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る。 

 汚染の予防、削減、及び管理を通して環境の質および公衆衛生の保護と促進を行うこと。 
 王国政府によってなされた決定の発布に優先して提案されたあらゆる計画の環境への

影響を査定すること。 
 「カ」国の自然資源の合理的かつ持続可能な保護、発展、管理及び使用を確実に行うこ

と。 
 一般の人々の環境保護及び天然資源管理への参加を促進及び可能にすること。 
 環境に害を与える行為を抑制すること。 

Sub-Decree on Solid Waste Management(廃棄物管理に関する政令)は、人の健康と生物多様性の

保全のために、適切な手法を用いて安全に廃棄物を管理・規制することを目的としている。この

Sub-Decree は、ごみや有害廃棄物の廃棄、保管、収集、運搬、リサイクル、投棄に関する全ての

行為に適用され、州や市の行政を管理主体と定めている。環境省はこの法令の施行について責任

を担っている。同省はガイドラインとライセンスを発行し、あらゆる固形廃棄物の管理を制御、

監視、および監督している14。 

 農業 (3)

Law on the Management of Pesticides and Fertilizers(農薬肥料管理法)は、社会ならびに国家経済の

発展のために農薬および肥料の適正管理を定めたものである。本法では、国際的な基準に合致し

た、農薬／肥料を安全かつ効果的に管理し、製品に関する規格要件について周知・啓発を行い、

食品安全保障、食の安全、公衆衛生、環境の持続可能性を確保することで、全国の農民や人々等

の受益者が農薬や肥料の使用によるリスクを低減することを規定している。なお、本法では、堆

肥に関する事項は規定されていない。 

 会社に関する法制度 (4)

「商業規則と商業登記に関する法律」 (Law Bearing upon Commercial Regulation and the 
Commercial Register)は 1995 年 5 月に制定され、1999 円 11 月に改正されている。この法律によ

って、「取引業者」・「貿易」・「通商行為」当の内容が定義付けされ、外国企業を含む会社の義務

と商業登記手続きが定められている。 

「会社法」(Law on Commercial Enterprise)は 2005 年 4 月 26 日の国民議会で採択され、2005 年

5 月 19 日に「カ」で最初の包括的な会社法が公布され「パートナーシップ」、「有限責任会社」、

「外国企業」に対して適用されている。 

 外国投資に関する法制度 (5)

「カ」国の外国直接投資(FDI)に関する法制度は、投資制限ではなく、自由で積極的な投資を

奨励することを目的として制定されている。投資法が規定しているように、FDI は土地所有(外
国人が土地を保有できないことは憲法で規定)を除き、内国法人と差別なく扱われており。多く

の分野で自由に投資することが許されている。また、「「投資プロジェクト)最終登録証明書(FRC)]
                                                        
14 出所：JETRO 



 

1-23 

を入手した投資家に対しては種々の優遇措置が与えられる。 

「カ」国での投資にあたっては、商業省(MOC: Ministry of Commerce)および経済財務省(MOEF: 
Ministry of Economy and Finance)に会社の設立登録を行う。投資優遇措置適用を受ける場合は、

カンボジア開発評議会(CDC)または州・特別市投資小委員会(PMIS: Province-Municipal Investment 
Sub-Committee)に投資登録を申請する必要がある。 

「カ」政府は、外国からの継続的な投資促進を目指し、政府サービスの向上を図っている。投

資に関する制度は、1994 年 8 月に公布された「投資法(Law on Investment)」により基礎が規定さ

れており、より簡素化・透明化するために 2003 年「改正投資法」が制定されている。さらに、

2005 年 2 月に 200 万 USD 未満の投資に対する統制制度を規定する「州・特別市投資小委員会の

設置に関する政令」が、同年 9 月には「改正投資法施行に関する政令 NO.111」がそれぞれ発令

され、投資制度の簡素化・透明化の推進している。なお、「改正投資法施行に関する政令 NO.111」
のネガティブリストに記載されている以下の投資禁止分野を除いて、商業省に登録を行い、業務

上の許可を取得すれば 100%外国人投資であっても自由に営業活動を行うことができる。 

＜投資禁止分野＞ 

・向精神薬および麻薬物質の生産・加工 

・国際規則または世界保健機構により禁じられている有害性化学物質、農薬・農業用殺虫剤、

および化学物質を使用したその他製品で、公衆衛生および環境に影響を及ぼすものの製造 

・外国から輸入した廃棄物を使用した電力の加工および発電 

・森林法により禁じられている森林開発事業 

 対象国の対象分野における ODA事業の先行事例分析および他ドナーの分析 1-4

 我が国の援助動向 1-4-1

日本は、1991 年パリ和平合意以降、「カ」国に対しては、PKO 派遣による復興・開発を皮切りに、

ハード・ソフトインフラ開発や官民協力の推進など、援助パートナーとして重視している。日本の

外務省は国別援助方針(平成 24 年 4 月)において、「カ」国への援助方針を以下のように定めている
15。 

 援助の基本方針(大目標)：着実かつ持続的な経済成長と均衡のとれた発展 (1)

我が国は、「カ」国政府が掲げる「四辺形戦略」を基盤とする同国の開発目標達成を支援し、

ASEANが進める統合、連結性の強化、域内の格差是正を図るとともに、人間の安全保障お

よび環境の持続可能性を確保する観点から、援助の重点分野を「経済基盤の強化」、「社会

開発の促進」および「ガバナンスの強化」の3分野とする。 

                                                        
15 外務省、「対カンボジア国国別援助方針」(平成 24 年 4 月) 
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 重点分野(中目標) (2)

ここでは、上記の 3 重点分野のうち、本調査に関係性の深い項目について整理する。 

 農業・農村開発(経済基盤の強化) 1)

「カ」国の主要産業であり、従事する人口割合が大きい農業セクターの振興及び貧困農民の

生計向上を図るため、主要作物である米の生産性と品質の向上をめざし、西部および南部地域

を中心に、灌漑施設の改修・整備、灌漑技術の能力向上、稲作技術の向上のための支援を行う。

また、貧困農民の生計向上の観点から、営農改善及び多様化への支援を行う。 

 上下水道インフラの整備(経済基盤の強化) 2)

我が国の上下水道に対する支援により、高い運営・技術レベルを持つに至ったプノンペン水

道公社のノウハウを基盤にしつつ、安全な水へのアクセス向上を図るため、地方主要都市の上

水道の整備を支援する。また、プノンペン都における人口増加に伴う都市環境の悪化に対応す

るため、下水道分野への支援を行う。 

表 1-23 我が国の対カンボジア援助形態別実績(年度別) 

   
(単位：億円) 

年 度 円借款 無償資金協力 技術協力 
2010 年度 － 106.46 40.91(38.94) 
2011 年度 114.3 65.22 46.83(42.67) 
2012 年度 － 66.55 41.69(37.09) 
2013 年度 88.52 74.78 43.89(39.40) 
2014 年度 368.09 88.27 39.45    
累 計 883.82 1,785.65 797.08(752.53) 

出所：外務省 国別データブック(2016 年 10 月 1 日時点) 
※注) 1. 年度の区分及び金額は原則、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績

ベースによる。 
2. 2010 年～2013 年度の技術協力においては、日本全体の技術協力の実績であり、2014 年度の日本全体の実績につ

いては集計中であるため、JICA 実績のみを示している。 
( ) 内は JICA が実施している技術協力の実績及び累計となっている。 

 対象分野における ODA事業の先行事例分析 1-4-2

 汚水および腐敗槽汚泥管理 (1)

我が国の汚水および腐敗槽汚泥管理の支援としては、「プノンペン都下水・排水改善プロジェク

ト(2014~現在)」が実施されている。案件の概要を表 1-24 に示す。なお、当該プロジェクトで汚水

対策マスタープランの策定方針として、各種課題(技術面、組織・制度、財務面等)が取り纏められ

ている。その中で、腐敗槽汚泥の管理体制の不備が指摘されている。表 1-25 に示した通り、腐敗

槽汚泥の管理、特に腐敗槽からの引抜汚泥や将来下水処理場から発生する汚泥を処分する用地の確

保は急務とされている。 
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表 1-24 「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」の概要16 

項目 内容 

協力の背景と

概要 

腐敗槽によりし尿の浄化はなされているものの、腐敗槽からの上澄み水や未処理の雑排水

は、排水路に放流され、流末の池や湿地が有する自然浄化能により、ある程度の浄化がな

されてきた。しかしながら、それらの池や湿地は、宅地造成および工場建設等により、固

有の自然浄化能は失われ、急激な人口増や都市化に伴う汚水量の増加に伴い黒色を呈し悪

臭を放っている。その結果、虫害や水因性疾患の蔓延が危惧されることとなり、プノンペ

ン都から発生する汚水の最終放流先である Mekong 川や Sap 川、Bassac 川の汚染 も進行

している。 
このような状況から、都市排水の改善と汚水の処理を目的とした、M/P の改訂が必要との

認識に至り、プロジェクトを日本に要請した。 

全体目標 
本調査で策定された M/P がプノンペン都政府にステアリングコミッティーにより承認さ

れ、プノンペン都において汚水対策および雨水排水改善が実施される。 

調査の目的 

∙ プノンペン都の汚水対策・雨水排水改善 M/P が作成される。 
∙ M/P で選定された優先プロジェクトに係るプレ F/S が実施される。 
∙ 汚水対策・雨水排水改善に係る実施機関の計画策定能力が強化される。 
∙ 「カ」国の関係機関の職員に対し、技術移転が行われる。 

現状/課題 
∙ プノンペン都の Waste Management Office が、腐敗槽汚泥の管轄機関であるが、現在、

市民の大半が使用する腐敗槽から発生する汚泥(セプテージ)を、適切に処分する処分

地がない。 
課題の解決手

法およびその

道筋 

∙ プノンペン都内において、腐敗槽汚泥の処分地を確保するとともに、住民の腐敗槽

汚泥の引抜き頻度を上げる。 
∙ 併せて、下水処理場からの発生汚泥の処分地を確保する。 

実施機関 
∙ Waste Management Division 
∙ DPWT 
∙ DOE 

ドナーの援助

の有無 
∙ 処分地の確保およびその手続きについては、自国資金/責任で行う。 
∙ 施設建設についてはドナーの援助の必要性あり。 

優先度 
∙ 優先度：高い 

∙ 理由：現状で、プノンペン都の大半の市民が利用する腐敗槽から排出される汚泥の

処分先の確保は腐敗槽汚泥の引抜き頻度を上げるためにも、急務。 
出所：「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」を下に、JICA 調査団が作成 

表 1-25 提案事業計画 

 
出所：「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」より抜粋 

                                                        
16 出所：JICA、「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」、2016 年 6 月末時点ではドラフトファイナルレポー

トを提出された段階。 
 

処理区 事業概要 供用開始 2035 年 
人口 

2035 年の 
プノンペン都の
総人口に対する
割合 

Cheung Aek 処理区    

 

Phase1 
下水処理場建設(処理能力 58,000 m3/日) 

2026 年 237,8481) 8.3% 下水管渠建設(6.0km) 
汚泥処分場(Phase1 以降分) 

Phase2 下水処理場建設(処理能力 38,000 m3/日) 2031 年 152,541 5.3% 
下水管渠建設(4.6km) 

Phase3 下水処理場建設(処理能力 181,000 m3/日) 2035 年 702,766 24.5% 
下水管渠建設(23.5km) 

Preparatory 
Project 

下水処理場建設(処理能力 5,000 m3/日) 
2020 年 19,000 - 

下水管渠建設(2km) 
汚泥処分場 Preparatory Project 分の確保(建設)  

Tamok 処理区 浄化槽 2027 年 
から随時 481,423 16.8% 
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 廃棄物管理 (2)

我が国の廃棄物管理の支援としては、「カンボジア国プノンペン市廃棄物管理計画調査(2005)」
がある。当該調査では、1)2015 年を目標年次とするプノンペン市廃棄物管理マスタープランの策

定、2)マスタープランで選定された優先プロジェクトのフィージビリティースタディーの実施、3)
「カ」国側カウンターパートへ技術移転を実施している。 

その後、上記の案件結果を踏まえ、M/P を実現するために廃棄物管理にかかわる部局の運営能力

を強化することを目的に、「プノンペン市都市環境改善プロジェクト(2006)」が実施される計画だ

ったものの、実施の前提条件であるプノンペン都と CINTRI 社のコンセッション契約の改定行われ

ず、当初想定された成果を得ることが困難と判断し、双方合意の上 2008 年 3 月で中止しており17、

それ以降、廃棄物管理に関するプロジェクトは実施されていない。 

 農業(堆肥もしくは肥料関連) (3)

我が国の「カ」国に対する農業分野において多数の支援実績がある(表 1-26)。これまでの支援の

多くは、灌漑施設の建設、優良品種生産や営農体系の確立、農民組織の強化といった分野への支援

が中心であった。他方、近年では「農業資材(化学肥料及び農薬)品質管理能力向上計画(2012)」が

実施されており、本調査と関連性が高いと考えられる。当該プロジェクトの概要を表 1-27 に示す。 

表 1-26 我が国の対カンボジアに対する農業分野における主な支援実績 

課題 プロジェクト名 協力期間 

農業開発／農村開発 ビジネスを志向したモデル農協構築プロジェクト 
2014 年 5 月 20 日から 
2019 年 5 月 19 日 

農業開発／農村開発 流域水資源利用プロジェクト 
2014 年 5 月 17 日から 
2019 年 5 月 16 日 

農業開発／農村開発 流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト(TSC3) 
2009 年 9 月 1 日から 
2014 年 8 月 31 日 

農業開発／農村開発 農業資材(化学肥料及び農薬)品質管理能力向上計画 
2009 年 3 月 1 日から 
2012 年 3 月 31 日 

農業開発／農村開発 バッタンバン農村地域振興開発計画プロジェクト 
2006 年 11 月 30 日から 
2010 年 3 月 31 日 

農業開発／農村開発 灌漑技術センター計画プロジェクト フェーズ 2 
2006 年 1 月 10 日から 
2009 年 7 月 9 日 

出所：JICA 調査団 

表 1-27 「農業資材(化学肥料及び農薬)品質管理能力向上計画」の概要 

項目 内容 

協力の背景と概要 

化学肥料や農薬のほとんどが隣国(タイやベトナム)から流入している。また、

農民の多くは使用方法を十分に理解しないまま購入・使用。 
農作物の生産性の向上を妨げているばかりでなく、特に農薬については、そ

の誤使用による健康被害や環境汚染及び食物の危険性の増加を引き起こす可

能性もあり、「カ」国政府にとって化学肥料や農薬の適切な管理体制の構築及

びこれら農業資材の販売業者や使用者への適切な情報提供が、経済・社会発

展のために緊急に取り組むべき課題のひとつとなっている。 

                                                        
17 出所：JICA、カンボジア国環境・エネルギー・廃棄物処理分野、職業訓練・産業育成分野、農業分野に関すニーズ

調査、2016 年 
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項目 内容 
その被害を最も受けやすい農民や一般市民に対して、化学肥料や農薬の適切

な管理・使用方法に係る必要な情報を提供することが重要となってくる。 

上位目標 
カンダール州とその近隣州において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質

管理が促進される 

プロジェクト目標 
パイロット地域において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質管理が促進

される。 

成果 

1)プロジェクトのためのベースライン・データが蓄積される。 
2)化学肥料及び農薬の分析に関するラボの能力が向上する。 
3)化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務基準の規則初稿の策定が促進され

る。 
4)化学肥料及び農薬の適切な使用と品質に関する意識が向上する。 

投入(日本側) 投入(評価時点)(総投入額：1 億 7,000 万円) 
出所：JICA 調査団 

 他ドナーの援助動向 1-4-3

 アジア開発銀行(ADB:Asian Development Bank) (1)

ADB では、2014 年 11 月に Country Partnership Strategy18を策定しており、2014-2018 年の援助

方針を示している。ここでは、NSDP2014-2018 を達成するために、ガバナンス、インフラ、農

業、民間セクター開発、人材開発等の観点から戦略を整理している。表 1-28 に本調査の関連分

野であるインフラおよび農業における戦略における重点項目を示す。 

表 1-28 Country Strategy(関連分野のみ抜粋) 

セクター 重点項目 
Physical infrastructure 
(物理的インフラ) 

(a)交通と都市インフラの整備、(b) 水資源および灌漑システムの管理、(c) 電
力および配電網の整備、(d)情報通信技術の整備 

Agriculture 
(農業) 

(a) 農業生産性、多様性、商業の改善、(b) 農地改革 focusing on land reform and 
地雷除去、(c)畜産業および水産業の促進、(d)持続的な天然資源の管理 

出所：JICA 調査団 

下水分野について、1)都市部の接続率の低さ、2)法制度の枠組み未構築、3)腐敗槽汚泥や汚水

の未処理放流、といったことを問題視している(図 1-2)。また、ADB の水衛生に関する援助方針

として、プノンペン都内よりもプノンペン都の周辺都市への拡張、もしくはシェムリアップやシ

アヌークビルといった地方都市に焦点をあてている。例えば、シアヌークビルで実施された案件

Provincial Towns Improvement Project19において、580 戸の家庭に対して下水管接続の支援を実施

しており、将来的にはその数を 3,344 戸まで増加させるものとしている。案件の概要を表 1-29
に示す。 

農業分野については、「カ」の開発計画(p1-17)で示した目標(a:農業の生産力、多様化、商業化

の強化、b:畜産業および水産養殖の向上、c:農地改革と地雷除去、d:持続的な森林及び水産資源

管理)に対応するために、以下の項目をセクター戦略として掲げている。 

 Enhancing agriculture productivity 
 Diversification 

                                                        
18 ADB, Country Partnership Strategy: Cambodia, 2014–2018 (2014) 
19 ADB, Provincial Towns Improvement Project, 
http://www.adb.org/documents/cambodia-provincial-towns-improvement-project-1 (2016 年 5 月現在) 

http://www.adb.org/documents/cambodia-provincial-towns-improvement-project-1
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 Commercialization and connectivity. 

なお、近年、ADB は農業セクターのプロジェクトとして、「Climate Resilient Rice 
Commercialization Sector Development Program」や「Agriculture Sector Development Program Loan」
といった案件が実施されているが、いずれも制度構築や農業金融の観点であり、本調査で対象と

するような農地改善技術に対する支援とはなっていない。 

 

出所：ADB, Sector Assessment (SUMMARY): Water and Other URBAN infrastructure and services 

図 1-2 Problem Tree for Water and Other Urban Infrastructure and Services 

表 1-29 Provincial Towns Improvement Projectの概要 

項目 内容 
対象地 Battambang, Kampot, Kompong Cham, Kompong Thom, Pursat, Sihanoukville and Svay 

Rieng 
プロジェクト目標 (1) 上記 7 都市における、水衛生施設へのアクセス人口の増加、生活の改善、経済社

会発展の促進 
(2) 水衛生分野を含むインフラサービスおよび環境の改善ならびにこれらを通じた

貧困削減への貢献 
(3) 地方への都市機能の分散化(地方分権)に向けた開発方針や組織改革に係る行政支

援. 
成果(汚水関連のみ) (1) シアヌークビルにおける汚水管理の改善：裨益人口 150,000 人 

(2) コミュニティーベースサニテーション、市民啓発プログラム：裨益人口 1500 世

帯 
(3) 都市管理技術の改善による地方都市のガバナンスおよび人員配置の改善 

評価 Less than sustainable 
課題 /必要とされる

対策 
水衛生分野が直面する課題の解決に向けて、以下の対策が必要である。 
 水と衛生分野の共生関係の欠如していることから、両者の制度的連携に向けた対

応 
 財源の拡大、O&M の実施、都市インフラサービスの質的改善等に向けた地方行

政への意思決定や財政当局への権限委譲 
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項目 内容 
 統合的手法による給水、汚水管理および衛生分野の課題に取り組むことを目的と

したマスタープランの策定 
 費用回収の促進および浄水場および下水処理場の持続性の確保に対処するため

の費用回収制度の再構築 
 将来の下水処理場の拡張に対する土地利用の最適化を図るための新たな下水処

理方式の採用 
出所：ADB, Provincial Towns Improvement Project 

表 1-30 ADBにおける農業分門における戦略的枠組み 

項目 内容 
政府部門目標 農業生産性、多様性、商業化の改善 
ADB の貢献による成果と指標 1．生産性の向上 

米の生産量を 8.2 百万 t(2013 年ベース)から 2018 年までに 9.5 百万 t まで増加

させる。 
2．多様化の促進 

国内の果物および野菜の生産割合を 30%(2013 年ベース)から 2018 年までに

50%にする。 
3．商業化 

農業の正規雇用者を、2013 年の 9.5%から 2018 年までに 15%まで増加させ、

そのうち、新規雇用者の 30%は女性とする。 
ADB の対象エリア 農業に関する調査 

アドバイザリーサービスの拡充 
収穫後の加工処理 
灌漑施設の整備 
農作物バリューチェーへの投資 

出所：ADB, Country Partnership Strategy Cambodia2014-2018, 2014 年 11 月 
CPS = country partnership strategy, ESG = environmentally sustainable growth, GEM = gender equity and mainstreaming, PSD = private 
sector development, RCI = regional integration 

表 1-31 ADBにおける農業セクター案件 

案件 概要 
Public Financial Management for Rural 
Development Program 

ADB は「カ」国が実施する 3 行政(Ministry of Rural Development,  Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries, and the Ministry of Water Resources and 
Meteorology)に対し、農村開発支援における公的財産管理に対する支援。 
プロジェクトでは、公共部門のガバナンスを改善するために、National 
Audit Authority に対しても能力強化を実施。 
成果； 
 1) 地方住民に対するサービス部門の財産管理能力の強化 
 2) 増加する説明責任に可能な財産管理体制の強化 
 3) 外部監査の強化 

Agriculture Sector Development Program 
Loan 

市場基盤型農業の成長を目的に、良好な環境を整備するための制度を構

築する。また、プロジェクトにおいて、知識や技術の普及サービスの拡

張およびアグロエンタープライズの整備と商業化を支援する。 
成果； 

1) 市場基盤型農業を定着するための方針と制度の構築 
2) 生産資源へのアクセス向上 

出所：ADB の HP を参考に、調査団が作成 

 世界銀行(WB: World Bank) (2)

世界銀行は、2011 年以来約 5 年間「カ」国に対して新規融資を実施しておらず、継続案件の

みを実施していた状況であった。しかし、2016 年よりインフラ、水、農業、社会保障・保健分
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野の 4 案件、約 130 百万 USD(約 140 億円)を対象とした低所得者向けの融資を再開した20。それ

に伴い、WB は、2016 年 4 月、2016-2017 年度の「カ」国とのパートナーシップの枠みを示した

「COUNTRY ENGAGEMENT NOTEFOR THE KINGDOM OF CAMBODIA FOR THE PERIOD 
FY2016 - 2017」(以後、「CEN」と称す)を公表している。表 1-30 に、CEN の概要を整理すると

ともに、本調査に関連のある分野を以下に整理する。 

表 1-32 COUNTRY ENGAGEMENT NOTEF(CEN)の概要 

項目 内容 
目的 (1) ビジネス環境および競争力のボトルネックを改善し、「カ」国の輸出型経済を支援する 

(2) 以下に対するサービスの改善 
 (a) 増加する人口への脆弱性 
 (b) 貧困層への資産形成や勤労所得機会の創出 
(3) 将来の活動に向けた体系的国別診断(SCD: Systematic Country Diagnostics)1)の考えを含む、

World Bank Group の知識基盤の深化 
プログラム Focus Area 1.1: Improved Business Environment 

Focus Area 1.2: Enhanced Connectivity and Improved Competitiveness 
Focus Area 2.1: Improving Service Delivery 
Focus Area 2.2: Reducing Vulnerability 
Cross-Pillar Engagement – Setting Out WBG Medium Term Engagement 

出所：ADB, Country Partnership Strategy Cambodia2014-2018, 2014 年 11 月 
1) 体系的国別診断(SCD：Systematic Country Diagnostic)とは目標を達成するための国家レベルでの最も重要な課題と機会を特定

するもの 

 国際連合食料農業期間(FAO：Food and Agriculture Organization) (3)

FAO は 1979 年以来、「カ」国に対して、農業生産性の向上、灌漑施設整備、畜産および水産

業の改善、食料の安全保障など様々な分野に対して支援を行ってきている。さらに、2016 年 3
月に Country Programming Framework(CPF) 2016-201821として、対「カ」国が四辺形戦略を達成す

るための開発支援方針を定めている。それによると、2018 年まで達成すべき成果として、以下

の 3 つを挙げている。 

1)  畜産業や水産業を含む農業生産性の向上、多様化、商業化、貧困削減および栄養の安全

保障 
2)  天然資源の安定と持続的な管理 
3)  国家、地域、家庭レベルでのトラブルに対する脆弱性の低減および回復力の改善 

また、1990 年代には、堆肥化技術を普及させるべく、全国の農業行政職員に技術協力を実施

している。しかしながら、農業関係者へのヒアリングによると全国への展開を目指したところか

ら、末端の農民まで十分に堆肥の有用性や製造方法に関する知見が行き届かず、普及にまではい

たらなかったとされている22。 

 

                                                        
20 出所：The Povertist The Povertist, http://www.povertist.com/ja/world-bank-loan-cambodia/ (2016 年 6 月時点) 
21 FAO, FAO COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK 2016 – 2018, 2016 年 
22 農業局へのヒアリング結果 

http://www.povertist.com/ja/world-bank-loan-cambodia/
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第2章 提案企業の製品・技術の活用可能性および海外事業展開の方針 

 提案企業および活用が見込まれる製品・技術の特長 2-1

 製品・技術の特長 2-1-1

有機肥料は堆肥目的だけでなく、生ごみ堆肥の基礎となる材料および野菜・果物の栽培促進材と

しても、農家や一般家庭において幅広く活用されている。また、土壌環境にも好影響を与え、濃度

障害や塩類集積が生じにくい土壌を作り、通年での作物生産が可能となる。堆肥活用による土壌お

よび作物への効果と特長は下記のとおりである。 

 排水性・保水性の向上 
 植物の生育しやすい土壌環境の創出 
 濃度障害、塩類集積が生じにくい土壌環境の創出 
 自然由来の養分活用により、土壌への肥料過剰蓄積の防止 
 土壌病害の発生の防止 

有機性廃棄物を活用した堆肥化のフローは図 2-1 のとおりである。ヤシ殻や生ごみは、破砕機

で粉砕した後、直接腐敗槽汚泥と混合する。その後、約 1 ヶ月かけて発酵させ、有機物質を植物が

利用しやすい無機分に分解する。この間、堆肥内は高温(60℃以上)となるため、病原菌等のウイル

スは死滅する。堆肥化された有機性廃棄物の容量は当初の 10 分の 1 程度に減容化されるが、これ

は固形物の分解による減容に加え、有機分がメタンガスに分解・気化、水分の蒸発等の結果である。 

 

図 2-1 有機性廃棄物を活用した堆肥化のフロー 

 製品・技術のスペック 2-1-2

林田産業は、福岡県内において 54 年以上廃棄物処理に関する業務に従事する中で、廃棄物の回

収・処理だけでなく、廃棄物の有効活用方策を考案、製品化してきた。本案件化調査では、有機性

廃棄物(ヤシ殻、生ごみ)と腐敗槽(セプティックタンク)汚泥の有効活用を提案するが、これに関係

する製品・技術は次の通りである。本調査で提案する技術は、現在プノンペン都で廃棄されている

有機性廃棄物と汚泥を混合加工し、その堆肥を有価の製品として販売するというものである。 

 製品・技術の価格 2-1-3

有機性廃棄物を活用した堆肥は、原材料費を低く抑えられることにメリットがある。林田産業が

日本で製造している竹を原料とするリサイクルチップである竹パウダー(商品名：竹肥姫)は 250kg

腐敗槽汚泥 

ヤシ殻 破砕 混合 堆肥化 製品販売 発酵 

生ごみ 
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あたり 8,000 円(約 13USD/50kg)で販売しており、この価格は類似の竹パウダー製品における価格帯

の下限付近の価格である。林田産業は、宗像有機堆肥協同組合を事業パートナーとして、竹を含む

剪定枝チップを汚泥と混合して堆肥を作り、それを製品として販売している。 

表 2-1 に示すように、宗像有機堆肥協同組合では、1t あたり 7,500 円(税抜)をし尿処理場の脱水

汚泥処理費として顧客から受領している。組合で製造した堆肥 350kg を、堆肥製造施設内で顧客の

軽トラックに積載して引き渡す場合の料金は 1,000 円である。宗像市内および市外の顧客に、組合

の軽トラックで堆肥を配送する場合の料金は、それぞれ 2,000 円および 2,500 円である。また地域

の農家の方々が高齢化し、堆肥散布作業に体力的な苦労が伴うため、堆肥の販売と散布作業および

それに必要な機材の回送をセットにした業務も行っている。 

なお、宗像市のし尿処理場に搬送されるし尿は年間 500t で、その 100％を堆肥化している。製造

した堆肥は匂いがなく、病原菌等も堆肥化の過程で 65℃まで加熱され死滅しているので安心して

使用できる。 

表 2-1 宗像堆肥協同組合の仕入および販売価格(円) 

項目 市内 市外 

受入処理費用 (１t あたり) 7,500 

現地引き渡し価格(軽トラックに堆肥 350kg を積載する場合) 1,000 

配送価格(軽トラックに堆肥 350kg を積載する場合) 2,000 2,500 

堆肥散布業務 

(堆肥料金込み) 

堆肥散布料(1,000m3 あたり) 5,000 6,000 

機材回送料 4,000 6,000 
出所：JICA 調査団作成 
備考)「JICA プノンペン都 下水・排水改善プロジェクト」調査結果によると、プノンペン都における腐敗槽からの汚泥引抜

き費用は 1 回あたり 30-100USD、処分場受入価格は 2.5USD である。 

「カ」国においては、市場で販売されている肥料の多くは化学肥料であり、小売価格は 20～
30USD/50kg 袋である。その中でも、「カ」国全土で認知度が高く、多くの農家が使用している肥料

(なちゅらる(日本製))は、27.5USD/50kg 袋で販売されている。一方、今回提案する有機性廃棄物を

活用した堆肥は、原料となる汚泥や有機物の引き取り収入が得られるため、製造原価を低減するこ

とが可能である。 

 国内外の販売実績 2-1-4

林田産業は日本国内において堆肥の基材等として用いられる「竹肥姫」を 8 年間で約 1,220 件の

農業関係者に販売してきた実績がある。また、汚水・汚泥処理に関するノウハウとしては、浄化槽

維持管理は約 3,000 世帯／年、し尿汲取りは約 4,000 世帯／年、ともに 54 年の実績がある。下水処

理場維持管理に関しては、約 7 年の管理実績があり、汚泥の回収・管理に関する知見も豊富に有し

ている。 

 競合他社製品と比べた比較優位性 2-1-5

今回、林田産業が提案する製品は「汚泥堆肥」であるが、現在のところ、汚泥堆肥を販売してい

る「カ」国現地企業はプノンペン都内にはない。ただし、3 章にて後述するように、一部の NGO
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において「生ごみ堆肥」が製造されているが、一般に、汚泥堆肥は生ごみ堆肥と比較して、りん含

有率が高いとされている。また、有機物の微生物による分解の難易、肥料効果の現れ易さなどの指

標である C/N 比(有機物に含まれる炭素(C)含有率と窒素(N)含有率の比であり、C/N 比が低いほど

分解速度が速いことを示している)は、生ごみ堆肥は 14 程度であるのに対し、汚泥堆肥は 10 程度

であり、窒素成分の分解が早く進み、植物への吸収されやすい形態になるという特徴を有している。 

 提案企業の事業展開における海外進出の位置づけ 2-2

林田産業は、「カ」国にて生姜を栽培・加工し日本に向けて販売している日本人との繋がりがある。

その交流をきっかけに、「カ」国においても日本と同様に竹を農業資材として利活用し、有機栽培を

広げていきたいと考え、2013 年から現地にて調査を開始した。調査を進める中で、「カ」国のごみ問

題、水問題に直面し、これらの課題は林田産業の既存事業である廃棄物の収集、浄化槽・下水処理場

の維持管理と密接に関わるものであるとの認識から、竹の代わりに、現地で処分が課題となっている

汚泥、ヤシ殻、生ごみ等を活用し、農業資材と混ぜて堆肥化できないかと考え、調査を進めている。 

日本での公共下水道の普及により既存事業(廃棄物の収集、浄化槽・腐敗槽の管理)が今後衰退して

いく中で、海外事業は将来的に柱となる事業として位置付けていて、その事業モデル作りを現在行っ

ている。 

 提案企業の海外進出による我が国地域経済への貢献 2-3

提案企業である林田産業は、従来からの事業領域であるし尿汲み取りや廃棄物処理など、衛生関連

事業に長年従事してきたが、近年ではこの取組みを更に一歩進め、地域の厄介者である廃棄物(竹)を
活用して堆肥、土壌改良材、生ごみ処理剤、液肥(有機 JAS 規格別表 1 適合資材)として提供している。

この取組みは、販売先農家とのネットワークの形成や、NPO 法人「バンブーワールド」の設立に結

びつくなど、地域活性化に貢献している。 

さらに林田産業は、農作物の流通を目的とした直売所を設立したことで、一般廃棄物および腐敗槽

汚泥の収集、それら農業資材(農薬、堆肥等)の加工および販売、そして直売所での農作物の販売とい

った独自の循環型ビジネスを確立し、地元経済の活性化に寄与してきた。林田産業のこれまでの取り

組みは、福岡の月刊地域経済誌に複数回掲載されるなど、地域経済を牽引する企業として大きく期待

されている。 

表 2-2 地域との主な連携事業 

地域との連携先 事業内容 概要 

JA糸島 製品共同開発 
 竹チップを使った生ごみリサイクルセットを野菜栽培に活用 

 土壌改良試験 

福岡市畜産環境整

備協議会 

におわない堆肥づ

くり事業 

 竹パウダー製品の機能検証実験を通じ、下記の点が実証された。 

 堆肥の消臭効果 

 殺菌効果 

 これにより、畜産農家、自治体より高い評価を得た。 

福岡市古賀市役所

/JA粕谷 
緊急雇用創出事業 

 古賀市竹林整備事業の委託を受け、伐採した竹を原料に堆肥製品

づくりの実施 

 複数の農家において、製造した堆肥を用いた試験栽培の実施。 

福岡大学工学部 

佐藤研一教授 

産学官連携センタ

ー事業 

 吸水性が高い綿状の竹材を活用した、ため池の底泥(ヘドロ)と混

合・固化に関する研究の実施 
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地域との連携先 事業内容 概要 
 固化材(セメント)の代替品として活用を検討 

出所：JICA 調査団作成 

また、廃棄物のリサイクルによる循環型社会の構築は、各国共通した開発課題である。本案件化調

査を通じ、まずは提案企業である林田産業が日本の技術を活用して、プノンペン都における循環型社

会構築に関する事業分野の成功事例を作る。更には福岡県環境整備事業協同組合連合会を交えて事業

化を進めることで、県内の同業事業者に対しても新たなビジネスモデルへの取り組みに対する機運を

高めることができると考えられる。 

福岡県では県内環境関連企業の現地における環境ビジネス参入を促進するため、2010 年 10 月、県

内環境関連企業をはじめ産学官からなる「福岡アジア環境協力産業協議会」を設立しており、このよ

うな協議会を通じ、産学官による取り組みを進めることで、福岡県内の企業を牽引する好事例になり

得ると考えられる。 
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第3章 製品・技術に関する調査および活用可能性の検討結果 

 製品・技術の検証活動(紹介、試用など) 3-1

 原料の前処理 3-1-1

第二次現地調査(2016 年 1 月 20～3/17)において、プノンペン都公共事業運輸局・排水下水課の駐

車場にて堆肥の簡易製造を実施した。目的は、日本と異なる環境条件下での堆肥の性状確認、およ

び集荷から製造に係るプロセスにおける作業上の課題を把握することである。堆肥製造に使用した

原料を表 3-1 に示す。汚泥は汚泥引抜き業者に依頼し、一般家庭の腐敗槽汚泥を入手した。バキ

ュームカー内の汚泥は、汚泥濃縮機の容量に合わせ約 2.5 m3 を投入した。腐敗槽汚泥は、嫌気状態

(酸素不足)であるため、その後の微生物の発酵による堆肥プロセスが円滑に進むよう、投入後 4 日

間は曝気した。また、汚泥に含まれる水分量が多いと発酵に時間が掛かることから、汚泥濃縮機に

て水分量を低減させた。 

生ごみはダムコーマーケット管理者の協力のもと、各店舗から廃棄される野菜くずを約 400 kg、
ヤシ殻はヤシ販売店において切り落とされた殻を約 350 kg 集荷した。両者とも破砕機に投入し、

細断した。 

表 3-1 堆肥製造に使用した原料一覧 

原料 集荷先 集荷量 集荷時の性状・状況 前処理 
汚泥 汚泥引抜き業

者(一般家庭の

腐敗槽汚泥) 

約 2.5 m3 ∙ ビニールなどの異物が

大量に混入していた。 
∙ 汚泥から若干のアンモ

ニア臭が確認されたが、

日本と比較して弱かっ

た(腐敗槽内で分解が進

んでいると推察される) 

∙ 異物除去(ビニールや紙くず

等) 
∙ 曝気によりアンモニア態窒

素の酸化(硝化) 
∙ (汚泥混合時のみ)水分量を減

少させるために濃縮 

生ごみ ダムコーマー

ケット 
約 400 kg ∙ 野菜くずのみ(肉、魚、骨

等はなし) 
∙ 破砕機で細断 

ヤシ殻 ヤシ販売店 約 350 kg ∙ 殻の部分のみを集荷 ∙ 破砕機で細断 
出所：JICA 調査団作成 

表 3-2 原料の集荷時および処理状況 

原料 原料の状況 

汚泥 

  

 汚泥濃縮機への投入状況 投入汚泥の状況 
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原料 原料の状況 

生ごみ 

  

 集荷した生ごみの状況 生ごみの破砕状況 

ヤシ殻 

  

 破砕機へのヤシ殻投入状況 ヤシ殻の破砕後の状況 

出所：JICA 調査団作成 

 原料の混合 3-1-2

2016 年 1 月 31 日に、前処理を行った原料をそれぞれ混合した。原料は、まず細断されたヤシ殻

と生ごみを混合し、そこに濃縮汚泥を投入した。なお、本調査では堆肥が好気性の状態を保てるよ

う、堆肥の下に簡易の散気装置(削孔された塩ビパイプ)を設置し、コンプレッサーにより空気を注

入した(表 3-3)。 

表 3-3 原料の集荷時および処理状況 

   

①作業ヤード(左：破砕機、中央：

混合ヤード、右：汚泥濃縮機) 
②簡易散気装置 ③破砕されたヤシ殻 

   

④ヤシ殻と生ごみの混合 ⑤濃縮汚泥の投入 
(写真奥の濃縮機からホースを通

じて汚泥を投入) 

⑥原料の混合 

出所：JICA 調査団作成 
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 製品・技術の現地適合性検証 3-2

堆肥は 2016 年 1 月 31 日より約 1 ヶ月間発酵させた結果、約 300kg の堆肥が製造された。投入量

に対して製造された堆肥量が少ない理由は、腐敗槽汚泥に含まれる水分量が多く、使用した腐敗槽

汚泥量の大半が蒸発したからと考えられる。これを確認するために、濃縮汚泥の濃度の分析したと

ころ、汚泥濃度は 2,440 mg/L であった。一般的に、濃縮後の汚泥濃度は 20,000 mg/L 前後とされて

おり、今回使用した汚泥は、濃度が約 10 分の 1 程度しかなく、汚泥の大半は水分(約 99.8)であっ

たことが確認された。 

堆肥温度および気温を計測した。

温度変化の状況を図 3-1 に示す。気

温は概ね 33℃前後であったのに対

し、堆肥の温度は製造開始し 2 週間

ほどで 50℃以上となり、最大の温度

は 56℃であった。今回は簡易製造で

あり、原料の汚泥や生ごみが少なか

ったため、堆肥の温度が 60℃以上と

なることはなかったと考えられる。 

本調査では、現地の汚泥や生ごみ

を入荷し、日本と同様に堆肥が製造

可能か否かを検証した。以下に、各

原材料の成分や前処理、堆肥の製造

ならびに製造中の環境への影響の

面からそれぞれ検証結果を示す。 

表 3-4 堆肥簡易製造の検証結果および課題・改善点 

検証項目 検証結果 改善点 
原材料 汚泥 (集荷) 

∙ 今回は 1 回限りの実験であったため、

汚泥引抜き業者との交渉も容易に進め

ることができた。 
(成分・状態) 
∙ 汚泥から若干のアンモニア臭が確認さ

れたが、日本と比較して弱かった 
∙ 汚泥量が少なく、含水率が高い(99.8%) 

(集荷) 
∙ 今後、安定的に調達するためにも、汚

泥引抜き業者に事業の内容を理解して

もらい、協力関係を構築することが不

可欠である。 
(成分・状態) 
∙ 腐敗槽内で分解が進んでいると考えら

れるため、今回導入した濃縮機よりも

さらに水分を取り除ける装置(脱水機)
の導入が必要である。 

廃棄物 (集荷) 
∙ ダムコーマーケットの責任者と協議を

進めたことにより、生ごみの収集は円

滑に進めることができた 
∙ 集荷したのはほぼすべてが生ごみであ

ったため、分別の時間が短時間で済ん

だ。 
(成分・状態) 

(集荷) 
∙ 安定的に調達するためにも、事業の内

容を理解してもらい、協力関係を構築

することが不可欠である。 
(成分・状態) 
∙ 異臭が発生しないようにするために

も、集荷したらすぐに破砕し、汚泥と

混合する方法が望ましいと考えられ

 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 3-1 堆肥温度の経日変化 
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検証項目 検証結果 改善点 
∙ 集荷から混合までに時間が掛かると、

腐敗が進み、異臭がする。 
る。 

ヤシ殻 (集荷) 
∙ 事前にココナッツ販売店と交渉を進め

たことで、円滑に入荷することができ

た。 
 (成分・状態) 
∙ ヤシ殻は、外殻は固いが、内側は水分

を含むスポンジ状であった。 
∙ 今回導入した破砕機(木材用)ではスポ

ンジ状の柔らかい部分の破砕に適して

おらず、破砕するのに想定以上の時間

を要した(350 kg を破砕するのに 3 日要

した)。 

(集荷) 
∙ プノンペン都内のココナッツヤシの販

売店は限られており、大量の入荷は見

込めない可能性がある。 
∙ 移動型の販売形態でヤシの販売を実施

している業者もあるが、安定調達は難

しいと考えられる 
(成分・状態) 
∙ ヤシ殻破砕に特化した破砕機を導入す

ることで、破砕作業は円滑に進むと想

定される(ただし、その破砕機で生ごみ

も円滑に破砕することが可能か、検証

が必要)。 
堆肥製造 ∙ 日本よりも気温が高いことから、発酵

が進行しやすい。 
∙ 30 日程度で発酵は進むものの、ヤシ殻

の繊維を分解するまでには至らなかっ

た。 

∙ 堆肥にヤシ殻の繊維が含まれること

で、空隙率が上がり、好気状態が保た

れる。しかし、利用者の中には、その

繊維を嫌悪する人もおり、除去作業が

必要になる恐れがある。 
∙ 従って、堆肥事業を行うあたり、ヤシ

殻の活用については、破砕にかかる労

力、少ない入荷量、残存した繊維の除

去作業等に鑑みる必要がある 
環境への影響 ∙ 腐敗槽汚泥の固液分離(濃縮)過程で汚

水が発生する。今回は、DSD の腐敗槽

に戻すことで対処した。 

∙ 事業化にあたっては、固液分離の過程

で発生する汚水を適切に除去するため

にも、汚水処理装置(浄化槽)の設置が求

められる。 
出所：JICA 調査団作成 

 製品・技術の法的適合性 3-3

製品・技術の法的適合性を確認する方法として、ここでは、製造した堆肥成分が現地の肥料基準に

適合するか否かを確認した。 

「カ」国の肥料基準と本調査で製造した堆肥の分析結果を表 3-5 に示す23。なお、現状、「カ」国

には肥料成分の基準はあるものの、堆肥成分の基準はない。そこで、参考として日本における下水汚

泥コンポストの含有量の基準を合わせて記載した。今回製造した堆肥は、栄養素(窒素や炭素等)、有

機物量、重金属の許容量については、「カ」国の肥料基準を満たしていた。水銀について、「カ」国の

肥料基準では、0.15 mg/kg-dry とされているが、日本の汚泥堆肥の基準では、「2.0 mg/kg-dry 以下」と

されている。今回の分析結果では、基準値よりも大幅に低い値であったため、詳細な数値までは測定

されなかった。しかしながら、今後、「カ」国で堆肥を販売していく際、MAFF から販売ライセンス

の取得(後述)が不可欠であるため、「カ」国の肥料基準を満たすよう、現地において更なる検証を進

める必要がある。 

また、「カ」国で農業用の堆肥を製造・販売するに当たり、必要な手続きについてヒアリングを行

った。ライセンスについては、「カ」国で製造・販売する場合と、輸出入する場合の 2 種類存在し、

                                                        
23 「カ」国で汚泥堆肥の分析を依頼したものの、データに異常値が見られた。それ故、日本で再分析を実施し、その

結果を記載している。なお、堆肥としては 20 以下が推奨されている。 
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それぞれ許認可制度のルールが存在する。「カ」国で製造・販売する場合の手続きについて、確認で

きた事項は表 3-6 の通りである。なお、「カ」国で農薬・肥料を製造している企業は 1 社も存在せず、

農家に無料で配布する場合には、登録(許認可)は不要である。また、「カ」国での 2014 年度及び 2015
年度の肥料の輸入量は、MAFF で把握している量のみでそれぞれ、約 90 万 t、約 70 万 t である。 

表 3-5 「カ」国の肥料基準および製造堆肥の成分分析結果 

分析項目 
「カ」国の 
肥料基準 1) 

日本の汚泥堆肥基準 2) 

(参考) 
本調査で製造した 

堆肥の成分分析結果 
A. 表示を要する基準項目    
1 窒素全量 対象外 1.5%以上 2.15% 

リン全量 対象外 2%以上 0.72% 
カリウム全量 対象外 対象外 1.74% 
合計 3-80% 対象外 4.61% 

2 C／N 比 12:1 20 以下 14:1 
3 水分 35% 50 以下 46.6% 
4 有機物量 20% 35%以上 39.5% 
5 pH 7-8 8.5 以下 7.7 
B. 金属類許容量(mg/kg-dry)    
1 亜鉛(Zn) 1,000 対象外 450 
2 鉛(Pb) 100 100 53.2 
3 銅(Cu) 300 対象外 対象外 
4 クロム(Cr) 500 500 25.5 
5 ニッケル(Ni) 50 300 17 
6 水銀(Hg) 0.15 2.0 未満 0.5 未満 
7 カドミウム(Cd) 5 5 1.21 
8 コバルト(Co) 5 対象外 対象外 
9 モリブデン(Mo) 20 対象外 対象外 
10 ヒ素(As2) 10 50 1.95 
出所：JICA 調査団作成 
1) MAFF より入手 
2) 肥料取締法を参照 

表 3-6 肥料のライセンス発行について 

項目 内容 
前提条件 ・農業技術者(大学学部卒以上)を雇用すること 

・ラボにて成分分析を実施すること 
・農地でのフィールドテスト 

ライセンス発行期間 30～45 営業日 
※ラボの分析機関、フィールドテスト期間は含まず 

ライセンス登録費用 1 肥料につき 15 万 Riel(約 3USD) 
ラボ分析期間 約 30 日 
ラボ分析費用 1 肥料につき約 200～250 USD 
分析基準値 基準あり(資料入手済) 
ライセンス更新 3 年に 1 回 

※各州に更新頻度は異なる 
その他 ・ライセンス発行後、登録番号の割り当て 

・肥料袋への表示制限あり 
・年 1 回の監査あり 
・販売店、農業局への教育の実施が必要 

出所：JICA 調査団作成 
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 製品・技術のニーズの確認 3-4

本調査において、一般家庭や宿泊施設、レストランに対して、腐敗槽の維持管理状況調査を実施し

た。また、汚泥堆肥化事業のニーズ確認を行うことを目的に、行政機関、堆肥販売事業者および農業

従事者等を対象に個別ヒアリングおよび汚泥堆肥セミナーを実施した。それぞれの結果は以下のとお

りである。 

 腐敗槽の維持管理状況調査 3-4-1

本調査において、腐敗槽の管理(汚泥の引き抜き頻度、汚泥引抜量等)を把握するため、ヒアリン

グ調査を行った。これに合わせて、一部の施設に対してごみの発生量についても調査を行った。調

査はプノンペン都のボンケンコンエリアおよびリバーサイドエリアで実施した。レストランについ

ては、腐敗槽はキッチンの雑排水も合流する方式になっていている場合もあり、しばしば配管内で

詰まるとのことであった。汚泥の引き抜きは、3 年に 1 回から年に 3～4 回の頻度で実施されてお

り、1 回あたりの引き抜き量は 2～3m3、費用は 30～70USD であった。開業間もない一部の新しい

レストランでは汚泥の引き抜きはまだ実施されていなかった(表 3-7)。他方、民家や宿泊施設にお

いて、一軒家や小規模のゲストハウスでは、1 回あたりの引抜費用は 30USD であったが、ホテル

やマンションでは 60～100USD であった(表 3-8)。 

汚泥引抜き業者にも料金を確認したところ、一般家庭では 20~30USD、レストランなどの事業所

では 50USD 程度で、腐敗槽の規模によっても変わるとの回答であった。また汚泥引抜き業者は 15
社程度あり、各社バキュームカーは 1 日平均 1~2 台(約 4 軒)稼働しているとのことであった。 

表 3-7 レストランへのヒアリング調査の結果 

No 

基本情報 腐敗槽 
ゴミの発

生量 1 日

あたり 
(kg) 

テーブ

ル数 
(台) 

来客数 
(人) 

汚水と雑排

水との合流

の有無 
トラブルの有無 

引抜き 
頻度 

1 回あたり

の汚泥 
引抜き量 

(m3) 

費用 
(USD) 

1 13 15 (AM) 合流 たまに詰まる 1 回/月 3 30 15 

2 10 100 不明 
よく詰まるがオ

ーバーフローは

しない 
1 回/年 2 30 20 

3 20 100 合流 たまに詰まる 2 回/年 3 60～70 30 

4 10 25 合流 なし 
1 回/(4～5 か

月) 
不明 30 10 

5 15 不明 合流 
よく詰まるがオ

ーバーフローは

しない 
3 回/年 2 40 不明 

6 6 20～30 合流 
あまり詰まるこ

とはない 
1 回/2 年 3 30 4～5 

7 20 60 合流 たまに詰まる 引き抜きなし 6 
8 6 不明 不明 なし 1～2 回/年 不明 45 30 
9 19 40 合流 たまに詰まる 3～4 回/年 3 不明 10 

10 10 200 合流 なし 引き抜きなし 10 
11 30 不明 不明 なし 引き抜きなし 40 
出所：JICA 調査団作成 
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表 3-8 民家、宿泊施設へのヒアリング調査結果 

No 
建物 
種別 

基本情報 腐敗槽 
ゴミの発生

量1日あたり 
(kg) 

テーブ

ル数 
(台) 

来客数

(人) 

汚水と雑排

水との合流

の有無 

トラブル

の有無 
引抜き頻

度 

汚泥引

抜き量 
(m3) 

費用

(USD) 

1 一軒家 3 3 合流 
たまに詰

まる 
1 回/ 年 3 30 3 袋/ 2 日 

2 
ゲ ス ト

ハウス 
2 8 別系統 

たまに詰

まる 
1 回/2～3
年 

3 30 10 

3 
ゲ ス ト

ハウス 
3 15 合流 なし 引き抜きなし 5 

4 ホテル 3 13 合流 なし 引き抜きなし 20 

5 ホテル 2 10 不明 なし 
引き抜きを行っているが、その

頻度は不明 
不明だが、量

は少ない 
6 ホテル 5 26 別系統 なし 引き抜きなし 3～4 袋 
7 ホテル 2 11 不明 不明 引き抜きなし 30 

8 ホテル 10 不明 不明 不明 
引き抜きを行っているが、その

頻度は不明 
量が多いた

め不明 
9 ホテル 3 20 別系統 なし 引き抜きなし 5 

10 ホテル 6 100 不明 不明 2 回/年 4 100 
量が多いた

め不明 
11 ホテル 6 82 別系統 なし 1 回/5 年 3 60 40 

12 
マ ン シ

ョン 
11 不明 別系統 なし 引き抜きなし 不明 

13 
マ ン シ

ョン 
6 不明 不明 不明 引き抜きなし 3 

14 
マ ン シ

ョン 
10 30 

おそらく別

系統 
なし 引き抜きなし 50 

15 
マ ン シ

ョン 
13 60 不明 不明 不明 50 

16 
マ ン シ

ョン 
不明 不明 不明 不明 3 回/5 年 不明 不明 不明 

17 
マ ン シ

ョン 
5 10 

おそらく合

流 
なし 引き抜きなし 不明 

18 
マ ン シ

ョン 
6 17 不明 なし 2 回/年 2 100 30 

出所：JICA 調査団作成 

 堆肥化事業に関するニーズの確認・ヒアリング結果 3-4-2

 行政機関 (1)

汚泥堆肥化事業のニーズを確認するため、WMD、DPWT/DSD、MOE/DOE、MAFF といった

行政組織にヒアリングを実施した。ヒアリング結果は次のとおりである(詳細結果は、6 章「市

場分析の総括」に記載)。 

 プノンペン都 1)

廃棄物や汚水・排水のプロジェクトを担当している Aunny 副知事と汚泥や生ごみの堆肥化

の事業について協議した際、有機性廃棄物のリサイクルには非常に関心を抱いており、プノン

ペン都の環境改善だけでなく、農業従事者にも裨益する事業であることを認識しており、事業

への協力に前向きであった。 
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 WMD 2)

腐敗槽汚泥や廃棄物の管理を所管している WMD は、両者が公衆衛生に与える影響を懸念

しており、堆肥化技術を活用して衛生環境の改善に寄与することについては非常に前向きであ

った。廃棄物に関しては、ドンコール処分場への運搬量が非常に多く、生ごみなどの有機性廃

棄物を含む廃棄物の再資源化は重要な政策として位置付けているとのことであった。 

 DPWT/DSD 3)

プノンペン都には下水処理施設を建設する計画があるが、処理場から発生する汚泥を適切に

処分する必要がある。DPWT はその下水処理施設の運営・管理を担う予定で、汚泥の処分施

設用地の確保について懸念を持っていたことから、汚泥の堆肥化には非常に高い関心を示して

いた。しかしながら、DPWT/DSD はこれまで主に排水路およびポンプ場の維持管理を実施し

てきているが、下水処理場の管理はもちろん、汚泥堆肥化のノウハウは有していない。それに

ついては、当局も認識しており、提案企業と協力し、技術の習得を図っていきたいという意向

であった。 

 DOE 4)

廃棄物については、住民がごみを分別したとしても、リサイクル施設がないことが理由で、

分別されたごみを一緒に回収されてしまうという状況であった。他方、腐敗槽汚泥については、

適切な処理施設が無いため、民間業者への指導が出来ないとのことであった。そのため、リサ

イクルを行う施設や仕組みを整備することができれば、排出源である住民や回収業者の意識が

変わり、環境負荷の低減が期待できるとのことであった。 

 MAFF/DAFF 5)

MAFF やプノンペン都の農業局へのヒアリングによると、これまで堆肥に関する支援は行わ

れてきたが、農民が継続的に堆肥を利用するまでには至らなかったとされている。その要因と

して、堆肥の知識はありながらも、作物生産性の面で化学肥料を使用したほうが収量は増加す

るため、家計の維持のために化学肥料を使用せざるを得ない農家が多数存在するとのことであ

った。他方、カンダール州では、有機農業を実施する農家に対して、州の PDA が有機野菜の

販売を行う企業を紹介し、契約を締結したことで、農家は安定収入を得られたという好事例も

あるとのことであった。また、農業分野の政策として、農業の多様化や商業化など掲げており、

収量の増加のみならず、品質にも配慮した農業に取り組んでいくこととされている。なお、

MAFF としても、肥料の製造を「カ」国で実施されることは望ましいとのことで、是非実現し

てほしいとの意向をもらった。 

 農業従事者 (2)

 カンダール州 Saang地区の農家 1)

カンダール州 Saang 地区で農業を行っている農家にヒアリングを行った。栽培用地は約

4,000 ㎡で、主に野菜を生産し、年間 2～4 毛作を行っている。肥料は化学肥料を使っており、

0.5USD/kg(＝25USD/50kg)で年間 50kg を使用している。化学肥料を使っている理由は、生育が
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早いためである。有機肥料は、土壌にはよいが、生育が化学肥料より遅いため、使用していな

い。また、有機肥料を使った場合は、虫に食われて、商品として販売できなくなることも理由

の 1 つである。なお、収穫した野菜の販売は、ダムコーマケットで行っている。 

 コンポンチャム州プレイチョール地区の農家 2)

コンポンチャム州プレイチョール地区では JICA 草の根事業を行っており、その地区で農業

を行っている農家数軒(村長含む)にヒアリングを行った。各農家に生ごみや糞尿を使った堆肥

を製造しており、製造過程で EM 菌を混合して堆肥化を行っている。EM 菌は「カ」国で近年

人気となり、堆肥の状態が良くなるということで、利用が進んでいる。また、虫よけのため、

堆肥にニームの葉を混ぜて堆肥化を行っている。堆肥を使用することで、土壌環境が良くなっ

ており、作付面積を増やすことができている。ただし、作物の販売先は主に、ベトナム人によ

る買い付けが多く、価格は購入者が決定するため、収入が向上しないが、作付面積が広くなっ

たことで、収穫量が増えるため、収入が多くなっている。本地区では、定期的な勉強会(堆肥

の製造方法等)を行っており、現在農家 450 世帯の内、堆肥を使用している農家は 200 世帯と

徐々に増加している。問題点としては、虫の被害や、若者が出稼ぎにでており、若者がいない

ことである。 

 NGO(活動地：スバイリエン) 3)

スバイリエンで農民の組織化を行っているNGOに農業に関するヒアリングを行った。「カ」

国では 1 年で 2~3 毛作(野菜の場合 2~4 毛作)を行っている。化学肥料を主に使用しており、1
回あたり、1~2 袋の散布で十分であるが、1 回あたり約 10~15 袋撒いている。理由としては、

農業従事者の農業に対する知識や技術が不足しており、考えることや学ぶことについて努力し

ない農民が多いためである。ベトナム国境付近のスバイリエンでは、ベトナム人がカンボジア

人にお金を貸与し、農薬を購入させ、収穫時には農業用機材を貸与した対価として良米を選定

して持って帰ることが行われている。そのため、農業生産性が向上せず、また収入が増えない

問題が発生している。なお、本 NGO では、農民を組織化して、農協を作っている。農協には

金融機能を持たせ、組合員への資金の融資(年 1 回の配当金の支払いあり)や、農業用機材の貸

し出し等を行っている。 

 農作物販売会社及び小売店 4)

プノンペン都にある、大手食料品スーパー2 店舗及び有機野菜専門店、スーパーへ野菜を卸

している販売会社にて、現地の有機野菜の仕入や販売に関して、現場調査とヒアリングを行っ

た。価格帯は、マーケットでの販売を除きスーパーでの有機野菜の価格は、通常の野菜に比べ

て 2～3 割程度高い傾向にあった。有機野菜の購入者層は、主に高所得者または外国人が多い。

一方で、有機野菜専門店でのヒアリングでは、農家と独占契約を行い、独自で製造した有機肥

料を用いて、野菜を作っており、全品購入及び通常の化学肥料で作った野菜より 2～10%程度

高く購入している。販売店舗はプノンペン都に 3 店舗有しているが、販促活動を行った結果、

開業 4 年目であるが、顧客は増加傾向である。 
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 ココナッツ販売店 (3)

プノンペン都内において、ココナッツを販売している卸店舗が 5 店舗ほどある地区で、ヤシ殻

の廃棄方法及び廃棄量について、ヒアリングを行った。ヒアリング結果は表 3-9 の通りである(写
真 3-1、写真 3-2)。 

表 3-9 ココナッツ卸店舗によるヤシ殻の処分について 

項目 内容 
店舗数 5 店舗 
ココナッツ仕入れ量 400～800kg/日・店舗 (約 4kg/個) 
ごみ(ヤシ殻)の処理方法 袋に入れ、店頭に置いておく 
ごみ(ヤシ殻)の回収方法 CINTRI 社のより回収 
ごみ(ヤシ殻)の回収回数 1 日 2 回回収に来る 
ごみ(ヤシ殻)の回収費用(支払) 30USD/月 
出所：JICA 調査団作成 

 

  

写真 3-1 ココナッツ販売店舗 写真 3-2 販販売店でのヤシ殻の廃棄 

 汚泥堆肥セミナー 3-4-3

本セミナーは、将来的なビジネスに繋げるべく、特に農業従事者に汚泥を活用した堆肥の理解を

深めてもらうことを念頭に実施した。セミナーには農業従事者 20 名、行政関係者 30 名、大学関係

者(学生含む)10 名の合計 60 名が参加した。セミナーの概要は表 3-10 のとおりである。 

セミナーは、まず屋内で汚泥堆肥の基本情報、効果、製造方法等に関するプレゼンテーションを

行った後、実際の堆肥製造状況の見学を実施した。見学終了後、質疑応答やアンケート記入を実施

した。参加者の多くは汚泥を活用した堆肥を知らず(68%)、また、セミナー前は汚泥を使用するこ

とに対して嫌悪感を抱いていた参加者も、セミナー後には「印象が変わった」といった意見が多数

得られた(84%)。また、「是非とも使用したい」、「作物にも良いので、購入したい」(ともに農業従

事者)、「農家に汚泥堆肥の使い方を普及してほしい」(行政関係者)といった意見が寄せられ、セミ

ナーを通じて汚泥堆肥のニーズや普及の可能性があることが判明した。 
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表 3-10 汚泥堆肥セミナーの概要 

項目 内容 
(1)  開催日： 2016 年 3 月 10 日 
(2)  目的： ① 汚泥を活用した堆肥に対する嫌悪感の解消 

② 堆肥に関する正しい知識の提供 
(3)  参加者数 50 名 

(行政関係者 30 名、農家：20 名、NGO：2 名、大学(学生含む)：6 名、その他：2 名) 
(4)  実施内容 ① 汚泥堆肥に関するプレゼンテーション(屋内) 

② 汚泥堆肥製造状況の見学(屋外) 
(5)  ニーズの確認  アンケート結果 

 汚泥を使った堆肥を知っているか？ →知らない：68% 
 セミナーの前と後で、汚泥に対する印象は変わったか(嫌悪感はなくなったか) →

印象は変わった(良いモノだと感じた)：84% 
 臭気 →臭いがしない、気にならない：72% 

 その他自由意見 

 土が柔らかくなるなら、購入したい(農家) 
 環境にも、作物にも良いので、ぜひ使用したい(農家) 
 堆肥の成分や作物の成長については、今後調査を進めてほしい(大学教授) 
 農家に汚泥堆肥の使い方を普及してほしい(行政関係者) 

出所：JICA 調査団作成 

 肥料販売店及び肥料販売会社 3-4-4

 販売店 1 (1)

カンダール州 Saang地区にある肥料販売店(販売店 1)およびコンポンチャム州 Skun地区にある

肥料販売店(販売店 2)に肥料に関する販売状況のヒアリングを行った。ヒアリング結果は表 3-11
の通りである。販売されていた主な肥料は以下のとおりである。 

なお、販売の傾向としては、農業地区によるため、さまざまであるが、購入傾向としては、よ

り安全な有機肥料を購入したい意向が強いものの、生育の即効性を求める場合は、化学肥料を好

む傾向にある。なお、購入する場合の商品の選定は、主に農業関係者同士の評判によるところが

多く、また売れ筋商品を選ぶ傾向にある。 

表 3-11 肥料販売店の取扱製品について 

項目 販売店 1 販売店 2 
取扱肥料の種類 6 種類 7 種類 
内訳 有機肥料 2 種類 6 種類 

化学肥料 4 種類 2 種類 
肥料の製品国 中国、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾀｲ、日本 ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ、日本 
販売の多い製品 化学肥料(22USD/50kg)※1 

日本製有機肥料(*1)(28USD/50kg)※3 
ﾀｲ産有機肥料(24USD/50kg)※2 
日本製有機肥料(*1)(26USD/50kg)※3 

価格 有機肥料 17USD/50kg(ﾍﾞﾄﾅﾑ) 
28USD/50kg(日本) 

13USD(ﾍﾞﾄﾅﾑ)、17USD(ﾍﾞﾙｷﾞｰ)、 
24USD(ﾀｲ)、26USD/50kg(日本) 

化学肥料 20～22USD/50kg 17～18USD/50kg 
年間販売量 - 1,000t 以上(＝20,000 袋) 
店舗ﾏｰｼﾞﾝ(*2) 0.5USD/袋 0.5USD/袋 
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項目 販売店 1 販売店 2 
有機肥料と化学肥料の

違いの理解 
有り 有り 

(*1)日本製肥料製品名「なちゅらる」 
(*2)販売価格の変更不可のため、ﾏｰｼﾞﾝは一律 
出所：JICA 調査団作成 

 

   

(左：化学肥料(※1)、中：有機肥料(※2)、右：有機肥料「なちゅらる」(※3)) 

写真 3-3 販売されていた主な肥料 

 肥料販売会社 (2)

日本製の有機肥料「なちゅらる」を輸入し、「カ」国全域にて販売している、Bayon Heritage
社に肥料販売事業のヒアリングを行った。ヒアリング結果は表 3-12 の通りである。なお、本

調査団が「カ」国で腐敗槽汚泥および生ごみを活用した堆肥の製造・販売を検討していること

に関して、非常に興味を示しており、価格や製造容量により取扱を検討したい意向をもらった。 

表 3-12 肥料販売会社の取扱製品について 

項目 内容 
製品の調達(仕入れ)先 南国興産㈱(宮崎県) 
販売開始時期 10 年前(2005 年より) 
販売店舗 約 3,000 店舗 
販売量 約 60 万ｔ(1,200 万袋/50kg) 
仕入れ方法 船積みで輸送し、堆肥のみを仕入れている 

※袋詰めは自社にて実施 
製品シェア率 トップシェア(数値は不明) 
出所：JICA 調査団作成 

 製品・技術と開発課題との整合性および有効性 3-5

これまでに実施した検証作業(堆肥製造およびニーズ確認)をもとに、2 章で示した「カ」国の開発

課題に対し、提案企業が有する技術の整合性および有効性の検討を行った。 

今回使用した腐敗槽汚泥は 2.5t であるが、この量は、5t バキュームカーで換算すると 0.5 台分の汚

泥量に相当するものと考えられる。Cambodia Inter-Census Population Survey(2013)によると、2013 年の

プノンペン都の人口は 1,688 千人(352702 世帯)、腐敗槽普及率が 91.5%であることから、腐敗槽の利

用者数は 1,666 千人、設置数は約 323 千基と推定される。一般家庭や宿泊施設の腐敗槽汚泥の引抜き

外部非公開 
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頻度はヒアリングより 3 年に 1 回と推測され、プノンペン都における 1 日の汚泥発生量は 494 t で、

これはバキュームカー99 台分に相当する。これを元に、JICA｢プノンペン市交通計画プロジェクト｣

(2014)による人口予測を用いて将来の腐敗槽汚泥発生量を予測すると、2020 年には 700 t と推計され

る(表 3-13)。 

他方、本調査では、有機性廃棄物として、生ごみ 0.4 t、ヤシ殻 0.35 t の合計 0.75 t を使用した。ド

ンコールごみ処分場への 1 日の廃棄物運搬量 1,900 t のうちの約 60%(1,140 kg)が有機性廃棄物とされ

ていることから、今回の使用量は、1 日に運搬される有機性廃棄物の 0.07%に相当する(表 3-14)。本

調査は、試験製造を目的とした小型の設備を使用したため、廃棄物運搬量に対する有機性廃棄物使用

量は微々たるものであった。しかし、今後、普及・実証事業を経て、堆肥化事業を実施した場合、設

備の大規模化に伴い、有機性廃棄物の受入量が増加することで、堆肥製造量の増加が見込まれる

(「5-2-1 事業計画」にて詳述する)。 

このように、堆肥化事業の進展に伴い得られる効果として、第一に汚泥の投棄の減少による環境負

荷の削減が挙げられる。次いで、これまでリサイクルの施設が無かったことから遅々として進まなか

ったごみの分別も、堆肥化施設が整備され、リサイクルの効果を官が実感し、市民に周知することで、

官・民ともにごみの分別意識が向上することが考えられる。さらに、これらを効果きっかけに、堆肥

化以外のリサイクル産業が形成されるなど、効果が波及する可能性がある。 

他方、前述の農業従事者へのヒアリング結果から、堆肥に対するニーズは高いことが確認されてお

り、堆肥が普及することで、化学肥料施肥量の減少や作物の多様化が図られるものと期待される。 

表 3-13 プノンペン都における 1日当たり汚泥発生量 

項目 単位 2013 a) 2016 2017 2018 2019 2020 備考 

(1)b) 人口 千人 1,688 2,147 2,212 2,276 2,341 2,405  

(2) 世帯数 世帯 352702 447,400 460,800 474,300 487,700 501,100  

(3) 
腐敗槽普及

率 
% 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5  

(4) 
腐敗槽利用

世帯数数 
千人 323 410 422 434 447 459 =(1)/(3) 

(5) 
腐敗槽設置

数 
千基 296 375 422 434 446 459 =(2)/(3) 

(6) 
バキュームカ

ー容量(t) 
t/台 5 5 5 5 5 5  

(7) 
汚泥の引抜き

頻度 
年 3 3 3 3 3 3  

(8) 
腐敗槽汚泥

発生量 
t/day 494 625 644 662 682 700 =(5)×(6) / 

(7) 

(9) 
5t バキューム
カー 

台 99 125 129 132 136 140 =(8)×(6) 

出所：JICA 調査団作成 
2013 年の人口、世帯数、腐敗槽普及率は、Cambodia Inter-Census Population Survey(2013)より参照 
2016 年から 2020 年までの人口は、JICA｢プノンペン市交通計画プロジェクト｣(2014)による人口予測を参照 
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表 3-14 プノンペン都における 1日当たりごみ発生量 

項目 数値 単位 備考 
(1)a)  有機性廃棄物の使用量 0.75 t 生ごみ 0.4 t、ヤシ殻 0.35 t 
(2)a) 1日の廃棄物運搬量 1,900 t ドンコールへの運搬量 
(3)b) 有機性廃棄物の割合 60 %  
(4) 1日の有機性廃棄物運搬量 1,140 t =(2)×(3) 
(5) 1日の有機性廃棄物運搬量に

対する有機性廃棄物使用量 
0.07 % =(1)/(4)×100 

出所：JICA 調査団作成 
a) WMD およびドンコール処分場へのヒアリング 
b) Yim Mongtoeun, 岡山大学大学院学位論文「カンボジア・プノンペン都における 3R をベースとした廃棄物マネジ

メント構築のための廃棄物発生量とリサイクルポテンシャルの分析」) 

 実現可能性の検討 3-6

これまでの調査結果より、「カ」国において腐敗槽汚泥は排水路や湿地帯などの水域への投棄が黙

認されてきたのは、適切な処分施設がない、汚泥回収業がライセンス制となっていないため行政指導

が行き届かないことが要因とされている。一方、廃棄物については、住民や廃棄物収集業者の可燃ご

みと不燃ごみの分別意識が未熟であるため、リサイクルが定着せず、ごみ処分場へ運搬されるごみ量

は増加の一途を辿っている。そのため、ごみ処分場は計画を上回る速さで埋め立てが進行しており、

ごみの減容化は喫緊の課題と言える。このような状況の中、2015 年 8 月に都市の廃棄物管理(汚泥を

含む廃棄物の収集、処分および行政による業者の監理、指導、罰則等が含まれる)に関する政令が策

定され、1 年後の 2016 年 8 月より施行されることから、今後は行政の指導の下、一定の監理がなさ

れるものと推察される。加えて、汚泥や生ごみの受け皿となる堆肥化施設が整備されることは、この

政令の効果をさらに高めるものとなる。 

他方、堆肥に関しては、その製造方法は容易であり、また、農業従事者の中には堆肥の知識がある

ものの、十分に普及していない。それは、1)堆肥の特徴や肥料との違いを明確に理解していない、2)
有機肥料や堆肥を使うよりも生産性を重視した化学肥料を利用した農業が定着している、3)農民は肥

料の使い方を理解しないままベトナムやタイなどから流入した肥料を購入しており、適正な施肥量を

把握していないことなどが主な理由である。しかしながら、コンポンチャムの農業従事者へのヒアリ

ングから判明したように、地区や農民を限定し、堆肥の有効性や製造方法の指導を行うことで堆肥を

活用した農業が定着することが明らかとなっている。また、カンダール州 PDA へのヒアリングから、

農家と行政が連携し、製造から販売までを行政がサポートし、農家が安定収入を得られるという好事

例を作ることが有機農業の普及の一助となる、という例も判明しており、官民が一体となって取り組

むことが重要であるということを示唆している。 

このように、堆肥の普及にあたっては、(1) ODA を活用して堆肥化システムを構築し、(2)行政と協

力の下、収集業者から汚泥と生ごみを回収する仕組みを構築し、再資源化の有効性を実証する。そし

て、(3)堆肥の成分および適切な施肥量等を検証し、安全性や有用性を明確にすることが、ビジネス

展開を図る上で不可欠であると言える。 
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第4章 ODA 案件化の具体的提案 

 ODA案件概要 4-1

本調査を通じて提案する ODA は、最終的には本邦企業(ここでは提案企業である林田産業)がビジネ

スベースで持続的な事業を展開できるための支援を念頭に置いている。また、中小企業の海外展開支

援の側面をもつ本調査においては、戦略的かつ長期的な視点でODA案件化の提案を行う必要がある。

そこで、堆肥の製造方法と有効性を証明し、ビジネス展開の基盤づくりを行うとともに、プノンペン

都に廃棄物の減容化やリサイクルシステムに係る技術移転を図ることを目的に、ODA 案件化として

普及・実証事業(有機性廃棄物を活用した堆肥製造プロジェクト(仮題))について検討した。提案する

ODA 案件の具体的な内容を 5-2 以降に詳述する。なお、その他提案されうる ODA 案件として、堆肥

の施肥技術を含めた農地管理技術の向上に係る技術協力プロジェクトが挙げられるが、このプロジェ

クトの実施には普及・実証事業の結果に大きく影響を受けることから、本調査での提案は控えるもの

とする。 

 具体的な協力計画および開発効果 4-2

 普及・実証事業の概要 4-2-1

提案する普及・実証事業は、プノンペン都内で発生する有機性廃棄物および腐敗槽汚泥を活用し

た堆肥製造プロジェクトである。提案する普及・実証事業の概要は、以下のとおりである。 

 案件化調査により顕在化した課題と対応方法 (1)

案件化調査を通じて、以下の課題が明らかとなった。 

 腐敗槽汚泥の入荷および処理に対する課題と対応 1)

腐敗槽汚泥の回収業者が回収した汚泥は、ドンコール処分場には運ばれておらず、プノンペ

ン都郊外の水域への廃棄が黙認されている。これまでの習慣化されてきた行動から、調査団が

実施する事業サイトであるドンコール処分場に運搬するように変更するのは、調査団だけの依

頼では困難であり、継続しないことが懸念される。そのため、C/P 機関(特に WMD、DSD)を
交えて汚泥引抜き業者と協議をしていく必要がある。 

 腐敗槽汚泥の低汚泥濃度における課題と対応 2)

腐敗槽汚泥の汚泥濃度が一般的な濃度よりも低かった(99.8%)。これはし尿の他、風呂や台

所からの雑排水、さらには雨水が腐敗槽に流入していることが要因と推察される。これらの流

入により、汚泥の含水率が高くなり、汚泥濃度が低下しているものと考えられる。含水率が高

いままの汚泥を堆肥化した場合、水分の蒸発に時間を要し、効率的に堆肥を製造できない。従

って、堆肥化にあたっては、水分の効率的な除去を目的に、汚泥脱水機を導入し、汚泥の含水

率を低下させた上で、生ごみとの混合を行うような処理工程を構築する。 
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 生ごみの入荷における課題と対応 3)

プノンペン都ではごみの分別は進んでおらず、また、住民啓発を通じて住民が可燃物と不燃

物に分別したとしても、収集業者がすべて一緒にして運搬されてしまうため、一般家庭からの

堆肥の原料のみを入荷するのは困難である。他方、プノンペン都で最大規模の野菜市場である

ダムコーマーケットは、発生したごみを独自に運搬する仕組みとなっている。ダムコーマーケ

ットのごみはその大部分が生ごみであることから、堆肥の原料として非常に有望である。その

ため、C/P 機関(特に WMD)からの指導の下、ダムコーマーケットと協議をし、効率的な入荷

の仕組みを構築する。 

 ヤシ殻の入荷および処理における課題と対応 4)

都内にはヤシ殻販売の拠点が数ヵ所存在するが、それらを調査した結果、堆肥化必要量を安

定的に調達することが困難であることが判明した。また、ヤシ殻は表面が固く、内部は繊維質

が多く、また水分も多量に含んでおり、破砕機の切羽に繊維が絡みつくことで十分に細断され

ず、作業に長時間掛かった。そのため、普及・実証事業では堆肥の原料として使用しないもの

とした。 

 普及･実証事業の対象範囲 (2)

提案する普及・実証事業の対象範囲を図 4-1 に示す。現状では、上述したように、汚泥につ

いては行政の管理が不十分であること、廃棄物については分別がなされていないことなどの課題

があるため、再資源化への取り組みは確立していない。その結果、汚泥や廃棄物は再利用される

ことなく、水域へ投棄されたり、ごみ処分場に埋め立てられている。このような現状を適正化す

るために、「都市の廃棄物管理に係る政令」が公布(2016 年 8 月施行予定)されたが、適切な運用

には時間を要すと考えられる。そのため、この政令の円滑的な運用を支援する活動を行うことは、

堆肥化事業にも好影響をもたらすと考えられる。そこで、普及・実証事業の対象範囲に上記の活

動を含めることも考えられたが、後述するように、今後 JICA において、EIA を含む環境法規制

定の適正化に関する支援がなされる予定となっていることから、事業の重複を避けるため、法制

度の支援に係る活動は提案事業の対象外とする。 

これらの状況に鑑み、普及・実証事業では、まず、1)生ごみや汚泥を活用した堆肥化施設を導

入し、2)現地に適した堆肥化プロセスを構築するとともに、その作業を通じて得られた知見を踏

まえた堆肥製造ガイドラインの作成や On-the-Job トレーニングを実施する。そして、3) 堆肥化

を通じた再資源化の重要性が関係者に理解されることを事業の対象範囲とする。 
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図 4-1 現在の廃棄物管理状況と普及・実証事業の対象範囲 
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プノンペン都を通じ、 

各業者へ依頼 

(安定調達の確保) 

JICA 支援が無い場合、林田産業単独で 

プノンペン都・民間業者への依頼は困難 
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【要望する課題】 

・処理方法の確立 
・有効活用 

 

  
【要望する課題】 

・ごみの減量化 
・有効活用 

  

生ごみ・汚泥 

生ごみ・汚泥 

備考 

※堆肥化プロセスとは、調達⇒分別⇒前処理⇒混合⇒発酵を指す。 

※関係者に品質を示すことを目的とした、製造堆肥の分析及びフィールド実証活動を含む 

行政の課題解決

につながる 
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 カウンターパート (3)

本案件は、廃棄物、腐敗槽汚泥管理による環境負荷削減から、製造した堆肥の農業利用という

幅広い側面を有している。そこで、メインカウンターパートをプノンペン都副知事とし、サブカ

ウンターパートとして WMD、DPWT/PPCC、DSD/PPCC、DOE、MAFF および DAFF を候補と

した。副知事ならび関係機関には、3-4-2 章で記載した通り、本調査および継続案件の重要性を

認識されており、また先方からの腐敗槽汚泥の適正処理やごみ処分場におけるごみの減溶化に対

する要望もあり、良好な関係が構築されていることから、普及・実証案件が実施された場合も、

協力を得られるものと考えられる。また、特に WMD や DSD といった汚泥や廃棄物の管轄機関

からは、普及・実証実施後においても独力で汚泥堆肥化が実現できるよう、職員に対して技術指

導を行ってほしいとの意見もあり、事業の継続性ならびに自立性が確認されている。 

 上位目標 (4)

有機性廃棄物および腐敗槽汚泥を活用した堆肥の利用が普及することにより、廃棄物の減容化

ならびにプノンペン都の環境が改善する。 

 プロジェクト目標 (5)

現地の環境条件に適した堆肥の製造方法が確立されるとともに、製造された堆肥の品質確保・

有効性が実証される。また、メイン/サブカウンターパートがリサイクルシステム(廃棄物および

腐敗槽汚泥の収集から堆肥の製造まで)の運用能力を習得する。 

 期待される成果・開発効果 (6)

C/P が適切な堆肥製造に係る知識および技術を習得し、将来、汚泥や生ごみの堆肥化事業が実

施可能なレベルに達するとともに、汚泥堆肥が普及および利用促進されることを目標に、以下の

成果を期待する。また、各成果に係る活動の概要を表 4-1 に示す(詳細は、後述する)。 

成果 1：堆肥化施設の設置および堆肥製造ガイドラインの作成を通じ、C/P 機関が堆肥製造プ

ロセスに係る知識、技術を習得する。 

成果 2：製造した堆肥の品質面での安定性、有効性が証明される。 

成果 3：堆肥化を通じた有機性廃棄物の再資源化の重要性が関係者に理解される。 

表 4-1 普及・実証事業の成果と活動内容の概要 

 成果 活動内容 実施方法 指標 

実証活動 1. 堆肥化施設の

設置および堆

肥製造ガイド

ラインの作成

を通じ、 C/P
機関が堆肥製

造プロセスに

係る知識、技

術 を 習 得 す

1-1. C/P との合同調

整会議の実施 
・ C/P 機関と、2 ヶ月に 1 回(想定)

の頻度で合同調整会議を開催し、

プロジェクトの進捗を共有する。 

・ 合同調整会議

の開催 ( 目標

値：5 回) 
1-2. 堆肥化施設の

建設ならびに

運転管理マニ

ュ ア ル の 作

成・指導 

・ C/P 機関と、施設の仕様、設置場

所、必要面積等について協議す

る。 
・ 堆肥製造に必要な設備・資機材を

設置する。 
・ C/P が導入された設備を適切に運

・ 堆肥製造設備

の導入 
・ 運転マニュア

ルの作成 
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 成果 活動内容 実施方法 指標 

る。 転管理できるよう、運転管理マニ

ュアルを作成する(英/クメール)。
また、そのマニュアルに基づき、

機材の運転指導を実施する。 
1-3. 堆肥製造ガイ

ドラインの作

成ならびに堆

肥の製造方法

の On-the-Job ト
レーニングの

実施 

・ 堆肥製造に係る基礎知識の習得

を図るために、先ず堆肥製造ガイ

ドラインを作成する。 
・ 作成したガイドラインを活用し

て、講義を実施する。 
・ 導入した機材および作成したガ

イドラインを用いて、堆肥製造の

On-the-Job トレーニングを実施

し、技術の定着を図る。 

・ 堆肥製造ガイ

ドラインの作

成 
・ C/P 自身によ

る 堆 肥 製 造

(JICA 調査団

の監視の下で

実施) 

普及活動 2. 製造した堆肥

の品質面での

安定性、有効

性が証明され

る。 

2-1. 製造堆肥の品

質確保 
・ 汚泥堆肥の品質を確認するため

の成分分析を実施する 
・ 「カ」国肥料

基準と製造堆

肥の成分比較 
2-2 製造した堆肥の

農場でのフィ

ールドテスト

(機能・有効性の

検証) 

・ C/P および農業従事者との協議に

より、フィールドテスト用地を選

定する。 
・ 製造した堆肥の土壌への効果、有

効性を検証する。 

・ 堆肥の施肥区

と無施肥区に

おける土壌改

良効果の比較 

3. 堆肥化を通じ

た有機性廃棄

物の再資源化

の重要性が関

係者に理解さ

れる。 

3-1. 汚泥堆肥の普

及活動および

環境教育 

・ 汚泥堆肥の普及促進および廃棄

物の有効活用に対する理解促進

に向けたセミナーや環境教育を

実施する 

・ セミナー資料

の作成および

参加者アンケ

ート 
3-2. 本邦受入活動(1

回) 
・ 廃棄物管理および堆肥化による

資源循環に係るノウハウを習得

するため、事業期間内に 1 回、日

本にて研修を行う。 

・ 本邦研修報告

書の作成 

出所：JICA 調査団作成 

 具体的な活動 (7)

 C/Pとの合同調整会議の実施 1)

堆肥化事業には、汚泥・廃棄物管理面、環境管理面、農業利用面など多角的な行政組織が関

わることから、定期的に合同調整会議を開催し、プロジェクト進捗の共有、課題への対応につ

いて協議する。 

 堆肥化施設の建設および運転管理マニュアル作成 2)

堆肥製造を実施する場所は、プノンペン都が所管するドンコール処分場内の企業誘致用地約

3 ha のうち約 0.5 ha を活用する。導入する堆肥化施設の概要を図 4-2 に示す。同施設における

1 日あたりの原材料の受入量は、汚泥を 5 m3、生ごみを 5 t とし、約 330 kg の堆肥が製造可能

な規模を想定している。 

堆肥化施設には、破砕機、脱水機を導入し、原料の堆肥化を効率的に行う(表 4-2)。また、

腐敗槽汚泥は脱水後、脱水汚泥と汚水に分離されるが、汚水をそのまま排水すると、汚濁負荷

の高い汚水を環境中に排水することとなり、悪影響を及ぼすことから、浄化槽を導入し、カン

ボジアの排水基準を満たした上で、処理水を排水する。これらの導入した機材が持続的に維持
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管理されるよう、運転管理マニュアルを作成する。 

  
出所：JICA 調査団作成 

写真 4-1 ドンコール処分場内のリサイクル事業者誘致用地(左図赤枠内) 

表 4-2 主要機材の導入目的 

主要機材 導入目的 
破砕機 運搬された生ごみを細断することで、堆肥化を促進する。 
脱水機 プノンペンにおける腐敗槽汚泥は含水率が高い(約 99.8%)ため、効率的に発酵を進

めるために、脱水により汚泥の含水率を低下(約 90%)させたうえで、生ごみと混合

させる。 
浄化槽 脱水により取り除かれた水分は汚水であるため、適切に処理をした上で水域に放

流する必要がある。そこで、日本の汚水処理技術である浄化槽を導入し、汚濁負

荷を低減させたうえで、水域に放流する。 
出所：JICA 調査団作成 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 4-2 堆肥製造施設(暫定) 

 堆肥製造ガイドラインの作成および堆肥の製造方法の On-the Jobトレーニング 3)

堆肥の製造は、発酵前の汚泥と生ごみに混合品の水分量が多すぎる場合、十分に発酵が行わ

れず、またそのような状態の堆肥を土壌に利用すると、土壌に悪影響を及ぼす可能性もあるた

め、製造に係る正しい知識と安定した品質を確保する必要がある。そこで、堆肥製造ガイドラ

インを作成し、これをもとに On-the-Job トレーニングを行い、一定水準の堆肥が製造できる技

術の習得を図る。その後、現地の実情(環境や原材料の状態、水分含有量等)に鑑みて堆肥の製

造プロセスを確立する。堆肥製造プロセスは、原材料の調達から、選別、前処理(汚泥：脱水、

生ごみ：破砕)、混合、発酵までの一連の流れを指す(図 4-3)。なお、これらの堆肥製造過程で
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浮上した課題や対応策は、適宜ガイドラインに反映する。 

主な技術移転の対象 C/P は、DSD と WMD とする。その理由は、DSD は常時よりポンプ施

設や排水車などの機材の取扱いに精通しており、将来、下水道施設が整備された場合にその施

設維持管理を担う可能性が高いこと、他方 WMD は廃棄物を所管する行政であると同時に、

実証事業サイトでるドンコール処分場を管理していることが理由である(実施体制については、

後述する表 4-4 を参照)。 

 
出所：JICA 調査団作成 

図 4-3 堆肥製造プロセス 

 製造した堆肥成分分析およびフィールドテスト(機能・有効性の検証) 4)

汚泥堆肥の品質を確認するための成分分析を実施し、「カ」国において流通可能な品質とな

るよう検証する。また、製造した堆肥を農家の協力の下、堆肥の土壌効果、施肥の有効性を検

証する。これまでの農業関係者へのヒアリングより、堆肥の効果は漠然とした知識に留まって

いることから、フィールド実証では堆肥の効果把握に焦点をあて、堆肥施肥区と無施肥区、も

しくは堆肥施肥区と肥料区による土壌への影響を比較することを想定している。なお、フィー

ルドテスト用の農地については、MAFF、プノンペン都農業局、カンダール州農業局およびコ

ンポンスプー州で農業を行っている日本の企業と協議し、借用可能な農地があることは確認し

ている。なお、必要面積は 1a(1 アール：10 m×10 m)ほどを想定している。栽培する作物は、

通年生育が可能な作物(例：オクラやアマランサス)を対象とする。 

 汚泥堆肥の普及活動および環境教育 5)

汚泥堆肥のセミナーを通じた汚泥堆肥の普及促進および廃棄物の有効活用に対する理解促

進に向けた環境教育を実施する(2 回を予定)。 

汚泥(バキューム車) 

受水槽 

脱水機 

混合機 

発酵槽 

浄化槽 

放流 

ろ液 

生ごみ 

手選別 

破砕機 

混合機 

混合品保管槽 

戻し堆肥保管槽 

戻し堆肥 

堆肥搬出 

45 日以上 
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 本邦受入活動(1 回) 6)

廃棄物管理および堆肥化による資源循環に係るノウハウを習得するため、事業期間内に 1
回、日本にて研修を実施する。 

 事業実施期間 (8)

事業実施期間は、2017 年度から約 2 年間を想定している。想定される実施スケジュールは以

下のとおりである。 

表 4-3 普及・実証事業の実施スケジュール 

Event/Activities 2015 2016 2017 2018 

Implementation of Feasibility Survey 
    

Memorandum of Understanding 
    

Proposal of Verification Survey 
    

Implementation of Verification Survey 
    

出所：JICA 調査団作成 

 実施体制と役割・投入 (9)

事業の実施体制および役割、投入内容は以下のとおりである。また、各組織の役割を表 4-4
に示す。提案する普及・実証事業は、関連する分野が多岐に亘るため(廃棄物、汚水、農業)、担

当する所管部署も異なることから複数の組織が関わることになる。その際、業務の遂行に係る意

思決定が遅滞なく進行するよう、プノンペン都をメイン C/P とし、その他の組織をサブ C/P とす

る。また、普及・実証事業では、定期的な汚泥や生ごみの受入が必要となることから、所管部署

である WMD や DSD には行政の立場から腐敗槽汚泥および生ごみの運搬に係る業者への指導を

期待する。 

相手国側 プロジェクト担当者の配置 
∙ メインおよびサブ C/P より、1 名以上の担当者を配置。 
∙ メイン：C/P プノンペン都(副知事) 
∙ サブ C/P；DPWT、DSD、WMD、DOE、DAFF、MAFF(表 4-4 参照) 
プロジェクト運用費 
∙ 普及・実証事業で必要となる運用コスト(電気代、水道代等)およびその他プロジェク

ト実施に必要な運営経費を投入する(詳細の調整は普及・実証事業採択後に協議する

こととなっている)。 
日本国側 専門家 

∙ 業務主任、堆肥製造指導 1、堆肥製造指導 2／業務調整、有機栽培技術指導、堆肥化

装置運転管理指導 1、堆肥化装置運転管理指導 2、チーフアドバイザー、環境教育/
農業普及、ビジネスアドバイザー 

資機材 
∙ スクリーン、受入槽、破砕機、脱水機、排水処理装置(浄化槽)、発酵ヤード 
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表 4-4 普及・実証事業に係る組織と各組織の役割 

Activities 

Cambodia Japan 

PPCC (1) 
Gov. of 

Cambodia 
JICA 

 DPWT DSD WMD DOE DAFF MAFF Hayashida 
プロジェクト従事人数 

(暫定) 
1 1 2 2 1 1 1 10 

1) Joint Coordination 
Committee 
(合同調整会議) 

○ △ △ △ △ △ △ ○ 

2) Facilities and equipment 
(施設の運転管理) 

 △ ○ ○    ○ 

3) Procedure manual 
(堆肥製造ガイドライン) 

 
 

○ △  △ △ ○ 

4) Field test and evaluation 
(フィールドテストおよび

評価) 
     △ ○ ○ 

5) Dissemination/Promotion 
(堆肥の普及/促進) 

△ △ △ △ △ ○ ○ ○ 

6) Inspection tour 
(本邦研修) 

△ △ ○ ○ △ △ △ ○ 

出所：JICA 調査団作成 
Note: ○：Implementation Body、△：Assisting Body 
DPWT: Department of Public Works and Transport, DSD: Drainage and Sewerage Division, WMD: Waste Management Division, DOE: 
Department of Environment, DAFF: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries , MAFF: Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 

 概算費用 (10)

普及・実証事業に係る概算費用を表 4-5 に示す。直接経費 57.37 百万円のうち、機材は 21.20
百万円、現地工事費(現地施工会社の見積ベース)は 10.00 百万と想定される。人件費については、

最も従事期間が長い提案企業の要員の現地活動期間を約 300 日、外部人材は全 6 名(コンサルタ

ント企業以外：3 名、コンサルタント企業 3 名)とし、現地作業期間および国内作業期間をそれ

ぞれ 1.5MM、1.0MM として計上した。その結果、総額は 99.96 百万円となった。 

表 4-5 普及・実証事業の概算費用 

大項目 中項目 小項目 単位 
単価 

(百万円) 
数量 

費用 
(百万円) 

直接経費 
 

機材費     21.20 
破砕機 台 5.300 1 4.50 
脱水機 台 10.000 1 10.00 
浄化槽 台 2.700 1 3.50 
散気設備 台 2.000 1 2.00 
ホイルローダー 台 1.200 1 1.20 

現地工事費 土木(掘削、水道および排水の配管工等) 式 10.000 1 10.00 
輸送費 博多港からプノンペンまで 式 0.700 3 2.10 
現地活動 車輌 日 0.002 300 0.60 

発電機 月 0.040 12 0.48 
通訳 日 0.020 60 1.20 
現地作業補助員 月 0.002 300 0.60 

現地 

再委託費 
セミナー資料作成・翻訳 

式 0.300 2 0.60 
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大項目 中項目 小項目 単位 
単価 

(百万円) 
数量 

費用 
(百万円) 

本邦研修 堆肥製造に係る本邦受入活動業務費(7日間) 式 0.076 7 0.53 
航空賃 人 0.120 7 0.84 

日当宿泊 1MM 当たり、462,000 円 
合計 28MM を想定 
提案企業：13MM 
コンサルタント企業：7.5MM 
コンサルタント企業以外：7.5MM 

MM 0.462 28 12.94 

旅費 航空賃 100,000 円と想定 
合計 34 回渡航を想定 
提案企業：2 人×1 人 5 回渡航＝10 回 
コンサルタント企業：3 人×4 回渡航=12 回 
コンサルタント企業以外：3 人×4 回渡航=12 回 

trip 0.100 34 3.40 

小計     54.48 
人件費 
(その他

原 価 お

よ び 一

般 管 理

費含む) 

コンサルタ

ント企業以

外 

従事人数：3 名 
現地活動：1.5MM、国内 1.0、計 2.5MM4 号相当

(702,000 万円) 
1 人 1 ヶ月当たりの経費：1,720,000 円 

MM 1.720 7.5 12.90 

コンサルタ

ント企業 
従事人数：3 名 
現地活動：1.5MM、国内 1.0、計 2.5MM3 号相当

(856,000 万円) 
1 人 1 ヶ月当たりの経費：2,636,480 円 

MM 2.636 7.5 19.77 

小計     32.68 
小計(直接経費＋人件費) 87.16 
管理費(直接経費のうち、本邦受入活動業務費を除く経費の 10%) 5.40 

小計(管理費込) 92.56 

消費税小計の 8% 7.40 
合計 99.96 
出所：JICA 調査団作成 

 事業対象地域およびその周辺状況 4-3

汚泥堆肥化事業に係る候補地として、ドンコール処分場内の企業誘致用地(約 3 ha)を予定している。

同処分場はプノンペン都南部の郊外という住宅密集エリアからは離れた場所に位置している(ドンコ

ール処分場の位置については、「調査対象地域図」を参照)。処分場内には、埋立用地の他、浸出余水

貯留池、医療系廃棄物処分施設および使用停止したバイオガスプラントがある。このバイオガスプラ

ントは、地下に貯留槽を設置したもので、運搬された有機性廃棄物を嫌気発酵させ、発生したメタン

ガスを収集し、エネルギー利用するものである。しかしながら、2009 年から 2012 年までしか使用さ

れず、費用面(人件費、維持管理費等の不足)および技術面(野菜くずの破砕技術、および異物除去技術

の不足)の問題より現在は利用を停止している。 

処分場はオープンダンプ(開放投棄)方式でごみ山となっており、衛生埋立方式24とはなっていない。

そのため、場内のみならず、近辺にも異臭が立ち込めている(写真 1-3 及び写真 4-2)。場内には、数

十名のウェストピッカーがおり、運搬されてきた廃棄物の中から有価物の分別・回収を行っている。 

場内には、オフィススペース、電気、簡易給水(井戸水をポンプでタンクにくみ上げ、配水)があり、

これらの使用については、普及・実証事業採択後に関係者と協議していくことになっている。 

                                                        
24 衛生埋立方式とは、処分場に運搬・投棄された直後に土を被せる方式 
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写真 4-2 ドンコール処分場の周辺状況 

 他 ODA案件との連携可能性 4-4

 プノンペン都下水･排水改善プロジェクト(2016年 6月末現在実施中) (1)

現在、JICA が実施するプノンペン都において下水道施設整備を目的とした「プノンペン都下

水･排水改善プロジェクト(開発計画調査型)」が実施されている。これは、2035 年を目標年次と

し、プノンペン都の中心市街地を対象に下水道整備に係るマスタープラン(M/P)を策定するもの

である。本プロジェクトにおいても、腐敗槽汚泥の管理体制の構築が急務であると言及されてお

り、本調査で提案する汚泥堆肥化の普及・実証事業は、まさにこの課題を対処する事業である。 

また、当該プロジェクトの結果、下水道が普及した場合、腐敗槽利用者は減少するが、下水処

理の過程で発生する下水汚泥を処理する必要がある。そこで、腐敗槽汚泥の受け入れから徐々に

下水汚泥を受け入れへとシフトしていき、堆肥化を行うことは可能である。 

 環境法制度管理能力向上プロジェクト(仮称) (2)

JICA カンボジア事務所へのヒアリングを行った結果、今後 EIA を含む環境法規制に関する技

術協力プロジェクトを実施するとのことであった25。当該プロジェクトでは、環境関連の法制度

を執行する行政職員(環境省職員および地方自治体職員)の能力向上ならびに実用的なガイドラ

インの作成を目的としたプロジェクトで、廃棄物管理(腐敗槽汚泥を含む)も含まれる見込みであ

るとのことであった。この内容は、当初調査団が想定していた、廃棄物や腐敗槽汚泥の適正管理

に係る行政管理能力の向上を含めた普及・実証事業もしくは技術協力プロジェクトの内容であり、

提案する事業との親和性は非常に高いと言える。すなわち、廃棄物管理に係る行政管理能力が向

上し、廃棄物や汚泥が適切な施設に運搬・処理されるようになることで、堆肥の原料である生ご

みや腐敗槽汚泥が堆肥化施設に効率的に収集・運搬されるようになり、堆肥化事業の円滑化が図

られると考えられる。 
                                                        
25 JICA カンボジア事務所へのヒアリング結果。2016 年 6 月 15 日時点。2016 年 9 月以降に JICA 内部で事前の調査を

実施し、調査のスコープを確定させるため、プロジェクトの詳細は未定。 

出所：Google Earth 

ドンコール処分場 

企業誘致用地 
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 ODA案件形成における課題 4-5

関係機関へのヒアリングを通じて得られた情報を基に、本 ODA 案件形成に対する SWOT 分析26を

表 4-6 に示す。ODA 案件化を円滑に進めるには、表 4-6 に示す弱み(Weakness)および脅威(Threat)の
要因を緩和することが必要である。 

表 4-6 本 ODA案件形成に対する SWOT分析 

 プラス要因 マイナス要因 

内
部
環
境 

強み(Strength) 

・C/P が本 ODA 案件に前向きかつ協力的 

・廃棄物減量への強い要望 

弱み(Weakness) 

・堆肥製造用地の確保 

・農家の堆肥に対する理解不足 

外
部
環
境 

機会(Opportunity) 

・ビジネス参入のチャンスあり(堆肥販売、リ

サイクル業) 

・試験農場の提供 

脅威(Threat) 

・原材料(生ごみ、汚泥)の安定確保 

・安価な化学肥料との競合 

・事業の持続性 

出所：JICA 調査団作成 

上記に示したマイナス要因のうち、事業の実施にあたり、解決されなければならない優先課題

として、堆肥製造用地の確保と原材料の安定調達である。まず、堆肥化施設の用地について、こ

れまで WMD と協議をする中で、ごみ処分場を借用することについての了解を得ているものの、

企業単独の事業ではなく、日本としての支援、つまり JICA 事業として実施する事が求められて

いる。次に、堆肥の安定製造には原材料の安定調達がビジネス上では不可欠な要素であるが、提

案企業単独で、汚泥の収集業者や廃棄物収集業者と協議し、普及・実証事業への協力合意を得る

ことは困難であると予想される。加えて、前述したような廃棄物や環境に対する法制度の整備や

是正に係る取り組みは、その効果の発現には時間を要する。そのため、収集業者との協議を円滑

に進め、安定調達を可能とするためにも、JICA 事業として実施し、現地の行政機関と連携して

取り組むことがより良い方策であると言える。 

これらの要素は、堆肥化事業を成功に導くための前提条件であり、JICA の支援が無い場合に

は、事業は成り立たないと考えられる。なお、その他のマイナス要因については、普及・実証事

業の対象範囲であるために、事業を通じて解消する方策を検討する。 

 環境社会配慮にかかる対応 4-6

環境社会配慮に係る事項を確認するため、「カ」国における法制度を調査するとともに、EIA を所

管する環境省の環境影響評価局(Department of Environmental Impact Assessment)にEIAの承認プロセス

についてヒアリングを実施した。EIA に関連する法制度ならびに承認プロセスを表 4-7、図 4-4 に示

す。提案する普及・実証事業のコンポーネントは、1)公共用地への堆肥化設備の設置ならびに堆肥製

造および運転維持管理と 2)製造堆肥のフィールドテストおよび性能評価、を想定している。事業サ

イトは、プノンペン都が所管するドンコール処分場を予定しており、住民移転は発生しない(用地に

                                                        
26 事業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の全体的な評価。外部環境分析(機会/脅威の

分析)と内部環境分析(強み/弱みの分析)に分けられる。 
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ついては、プノンペン都の承認が必要)。また、近隣住民とは一定距離(約 500 m)が確保されているこ

と、ごみ処分場に運搬されるごみの一部を使用することから、臭気についても特段問題とはならない。

なお、提案する普及・実証事業では、前述のとおり、脱水機から汚水が固液分離されるが、汚水処理

設備(浄化槽)を設置することにより、汚濁負荷を低減させた上で放流することを想定している。 

表 4-7 環境社会配慮に関する事項 

項目 内容 
(1)  提案事業のコンポーネ

ント 
 公共用地への堆肥化設備の設置ならびに堆肥製造および運転維持管理 
 製造堆肥のフィールドテスト、性能評価 

(2)  関連する法制度 1)  環境保護と自然資源管理法 
Preah Reach Kram/NS-PKM-1296/36, 1996, Law on Environmental Protection and 
Natural Resource Management,1996 (18 November 1996) 

2)  環境影響アセスメント手続きにかかる副法令 
No. 72 ANRK.BK, 1999, Anukret (Sub-decree) on Environmental Impact Assessment 
(EIA) Process (11 August 1999) 

3)  IEIA/EIA 実施のための一般的ガイドラインに関する省令 
No. 376 BRK.BST, 2009 Prakas(Declaration) on General Guideline for conducting 
IEIA/EIA Reports,2009 

4)  水質汚染管理の副法令 
No.27 ANRK/BK/1999, Anukret(Sub-decree) on Water Pollution Control, 1999 (April 
6, 1999) 

5)  固形廃棄物にかかる副法令 
No.36 ANRK.BK. in 1999, Anukret (Sub-decree) on Solid Waste Management, 1999 

6)  大気汚染と騒音障害の管理に関わる副法令 
No. 42 in 2000, Anukret (Sub-Decree) on the Control of Air Pollution and Noise 
Disturbance, 2000 (July 10, 2000) 

7)  EIA 審査とモニタリングにかかるサービス料金決定にかかる環境省ならびに経

済財務省の共同省令 
No. 745 MEF/MOE 2000,Prakas  (Joint Declaration) between MOE and MEF on 
Determination of Service Fee for EIA reviewing and Monitoring (20th Oct,2000) 

8)  保護区域法 
No. 07 NS/RKM/2008, Protected Areas Law (Royal Decree No. NS/RKM/2008/007) 

9)  保護区に関する省令 
No. 1033, 1994, Prakas (Declaration) on Protected Areas, 1994 

10)  市、州環境局への事業開発にかかる意思決定における権限移譲にかかる省令 
No.230 in 2005, Prakas (Declaration) on the Delegation of Power of Decision-Making 
on Project Development to the Provincial Department of Environment, 2005 

(3)  関係組織  事業者 ：プノンペン都 
 EIA 担当：環境省内の環境影響評価局 (Department of Environmental Impact 

Assessment) 
(4)  EIA 承認プロセス  事業規模が 200 万 USD 以上の場合は EIA の承認が必要 

 200 万 USD 未満の場合は IEIA(IEE に相当)のみ 
 IEIA/EIA の承認に係る期間は 2~3 ヶ月(図 1 参照) 

(5)  用地取得・住民移転   提案事業は、公共用地内での実施を予定しているため、住民移転は発生しない

(用地については、プノンペン都の承認が必要)。 
(6)  環境チェックリスト  添付資料に掲載 
出所：JICA 調査団作成 
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出所： Declaration on General guideline for conducting Initial and full environmental Impact Assessment Reports 

図 4-4 EIAの承認フロー 
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第5章 ビジネス展開の具体的計画 

 市場分析結果 5-1

 市場分析の総括 5-1-1

 事業分析結果 (1)

 市場分析結果の総括 1)

表 5-1 に、前述した市場分析の結果に対する総括を記載する。 

表 5-1 市場分析結果の総括 

区分 対象 総括 
行政機関 WMD 

DPWT/DSD 
DOE/WMD 
MAFF 

【腐敗槽汚泥に関して】 
・腐敗槽汚泥の管理に関する法制度はあるが、運用ルール遵守されていない 
・汚泥引抜き業者の登録ライセンスが存在しない 
・汚泥廃棄量を把握していない 
・汚泥の処分場がない 
・汚泥の不法投棄を黙認している 
・汚泥処理の知識がない 
・汚泥処理の問題は認識している 
・汚泥の処理や有効活用方法があれば、協力をしたい意向が強い 

【廃棄物】 
・分別ルールは制定されており、2016 年より随時施行される予定である 
・廃棄物は、ドンコール処分場で廃棄される 
・ドンコール処分場は、ごみ山となっており、新たな場所を工事中である 
・廃棄物を削減させる方法や有効活用の課題を認識している 
・廃棄物の回収業者はライセンス管理されている 
・ゴミの量は、1,850～2,000t/日を回収している 
(内ダムコーマーケットによる生ごみの廃棄物量は、約 30～32t/日発生している) 
・ごみの削減や有効活用にはぜひ、協力したい意向がある 

・ドンコール処分場内に民間企業用の利用可能な敷地を工事中(3.3ha) 

【肥料の製造・販売】 
・登録ライセンス制(許認可制)がある。 
・「カ」国での肥料製造会社は存在しない 
・肥料の輸入量は、約 70～90 万 t/年である 
【その他】 
・すべて部課では判断できず、レターの提出と上層部の許可が必要である 

マーケッ

ト 
【肥料販売】 
肥料販売店 
肥料販売会社 

・肥料の販売店は約 3,000 店舗程度存在する 
・肥料の販売総量は不明である 
・販売価格が地区により統一されている 
・販売店マージンが 0.5USD/袋と少ない 
・化学肥料と有機肥料の違いはある程度認識している 
・有機肥料も人気があり、有機肥料のマーケットは存在する 
・販売数量の多く人気が高い肥料は有機肥料の日本製「なちゅらる」である 

 【肥料購入者】 
【 農 作 物 生 産

者】 
農業従事者 

・化学肥料と有機肥料の違いに認識はある 
・短期収入を得るため、化学肥料を使う方も多い 
・有機肥料を利用した場合、土壌が良くなり、作付面積を増やすことの認識が

ある 
・化学肥料で作った野菜は健康的に問題があることは認識している 
・生産した農作物の販売ルートは基本存在しない 
・農作物の販売価格(卸価格)は、購入者が決定する 
・卸価格では、有機野菜と化学肥料を使った野菜の価格差はほぼ存在しない。(価
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区分 対象 総括 
格は購入者が決めるため) 
・有機肥料を使った場合、虫がつき、売り物にならない場合がある 
・近年、堆肥化には EM 菌を使用する方が増加傾向である 
・防虫のため、ニームの葉を使用している場合がある 

 【農作物販売】 
ｽｰﾊﾟｰ 
農業大手(卸) 

・有機野菜の購入者は、高所得者または現地在住の外国人が主である 
・有機野菜の購入者は、徐々に増加傾向である 
・有機野菜の販売価格は、通常の野菜の 2～3 割高い 
・仕入れ先は、契約農家または大手農業法人である 
・物流は、冷蔵装置車がほぼ存在しておらず、工夫が必要である 

その他 環境問題 ・汚泥の不法投棄や処理の問題が発生している。 
・廃棄物の量が想定以上に増加しており、削減に努めたい意向がある 
・汚泥の処理は、処理過程における異臭の問題がある 

出所：JICA 調査団作成 

 市場分析結果の課題 2)

表 5-2 に前述した市場分析の結果に対して、ビジネスを展開する上での課題事項を記載す

る。 

表 5-2 市場分析結果におけるビジネス事業への課題事項 

区分 対象 課題事項 課題に対する意向 
原材料の仕

入れ 
( 腐 敗 槽 汚

泥) 

【行政】 
DOE 
WMD 
DPWT/DSD 

・腐敗槽汚泥の処理技術がなく、廃棄場

所もなく不法投棄は黙認されている 
・運用ﾙｰﾙを遵守させる監理を行っていな

い 
・汚泥廃棄量を把握していない 
・回収業者は未ﾗｲｾﾝｽで、監理していない 

・汚泥処理や不法投棄の問題は認

識しており、有効活用できること

は協力したい 
・汚泥の堆肥化技術は学びたい 
※協力するには、上層部の認可が

必要 
原材料の仕

入れ 
(生ごみ・ヤ

シ殻) 

【行政】 
DOE 
WMD 

・ごみの分別は実施されていない 
(2016 年より施行予定) 
・ごみの削減や有効活用は課題として認

識しているが、技術や費用の不足により

実施できていない 

・ゴミの削減や有効活用を行える

堆肥化にはぜひ協力したい 
※協力するには、上層部の認可が

必要 

工場の建設

場所 
【行政】 
DOE 
WMD 

・ある程度大きな土地の確保が必要であ

る 
・ﾄﾞﾝｺｰﾙ処分場内に新たに建設中

の民間業者が利用できる場所の

提供が可能 
※利用するには、上層部の認可が

必要 
販売先 【民間】 

販売店 
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

・販売店のﾏｰｼﾞﾝの改善 
・肥料の価格 

・販売ﾏｰｼﾞﾝの向上 
・安価な肥料の提供 

農業従事者 【民間】 
農民 

・堆肥の有効性への理解度促進 
・堆肥の価格 
・有機農作物に対する販売価格の改善 
・農作物の販売ﾙｰﾄがない 

・農業生産性向上(堆肥の有効活

用)に対する学習機会の提供 
・安価な肥料の提供 
・販売ﾙｰﾄの確保 

出所：JICA 調査団作成 

 課題に対するビジネス展開を実施する上での検討事項 (2)

前述の市場分析結果において、今後の腐敗槽汚泥及び生ごみ、ヤシ殻を利用した堆肥の製造及

び販売の実現可能性とビジネス展開を計画する上で、仕入、製造、販売、その他の 4つの区分か

ら検討に必要な事項を表 5-3に記載する 
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表 5-3 分析結果におけるビジネス展開の検討事項 

区分 対象 項目 検討事項 
仕入 【行政】 

DPWT/DSD 
DOE/WMD 

腐敗槽汚泥の安定的

な仕入 
・廃棄物処理に関する施行状況や運用状況の定期チェック

が必要 
・行政及び回収業者との協力体制が必要 
・堆肥できない汚泥の処理方法及び汚水の処理方法の検討

が必要 
生ごみの安定的な仕

入れ 
・仕入れ先の明確化 
(回収業者またはﾀﾞﾝｺｰﾙ処分場) 
・生ごみの分別方法 

ヤシ殻の安定的な仕

入れ 
・仕入れ先の調整 
(個別ｺｺﾅｯﾂ店舗からの直接仕入れの検討が必要) 
または 
・ﾔｼ殻なし、または代替品(さとうきび等)での堆肥化の検

討 
(安定仕入の可否による) 

製造 【行政】 
DPWT/DSD 
DOE/WMD 

製造拠点の確保 場所の選定が必要 
(近隣に住居がなく、大規模な場所が必要なため、行政が

保有している土地の賃借の検討が必要) 
商品 - 商品の有効性 他社製品と比較した、有効性の検証の実施が必要 

- 商品の差別化 有機肥料による害虫対策の検討が必要 
販売 販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 販売ﾙｰﾄの確保 販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ(卸、大規模農家、ダムコーﾏｰｹｯﾄ等)の確保 
その他 農業従事者 有機肥料(堆肥)の啓発

活動 
有機肥料(堆肥)に関する継続的な知識教育が必要 

堆肥の使い方の教育 堆肥に関する利用方法の知識の教育が必要 
有機野菜の販売ﾙｰﾄ 有機野菜の販売ﾙｰﾄの確保が必要 

住民 住民への啓発活動 環境汚染・公害問題への影響に対する啓発活動の実施が必

要 
(腐敗槽汚泥の定期回収・処理に関する環境対策や摂取す

る野菜に関する健康被害の知識の教育) 
出所：JICA 調査団作成 

 事業計画概要 5-1-2

ビジネス展開を行うに当たり、それぞれ以下のフェーズに分けて展開を行う(図 5-1)。 

フェーズ１：ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備 

フェーズ２：ビジネス展開 

フェーズ３：ビジネス拡大 
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出所：JICA 調査団作成 

図 5-1 ビジネス展開の全体像 

以下に、ビジネス展開を行うに当たり、それぞれフェーズに分けて展開を行う 

 フェーズ１：ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備 (1)

「カ」国において、腐敗槽汚泥及び生ごみ等を使った堆肥事業を実施するに当たり、ビジネス

を開始するための必須条件は、安定的に腐敗槽汚泥及び生ごみを回収(仕入れ)することである。

それらを実現するに当たり、ビジネスを実施するための基盤つくり及びビジネス展開準備を行う。

なお、安定的に腐敗槽汚泥や生ごみを回収するためには、第 5 章に記載の ODA(普及・実証事業)
にて実施することがビジネスを展開するためのポイントとなる。なお、ODA(普及・実証事業)
にて実施できない場合は、ビジネス化の実現可否や、実施開始時期に大きく影響し、さらに腐敗

ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備 ①フェーズ１ 

ビジネス展開 ②フェーズ２ 

①堆肥化に関連する技術者の育成 

・技術者の育成(教育・セミナー活動、日本への視察・研修) 

・回収～分別(汚水処理)、混合、発酵の PDCA による実地訓練 

 ・堆肥化オペレーションマニュアルの作成 

②堆肥の製造及びフィールドテスト 

 ・腐敗槽汚泥、生ごみ等の混合比率の検証 

 ・有機堆肥の成分分析や土壌の有効性の検証 

 ・農作物生育状況の検証 

③ビジネス展開準備 

・製造拠点及び販売先の確保 

・販売パートナーの検討 

・製品分析・他製品との比較分析の実施 等 

 

《ビジネス内容》 

・腐敗槽汚泥、生ごみを活用した堆肥の製造・販売 

・堆肥製造の技術者の育成 

・堆肥の有効活用による農業生産性向上のための定期セミナーの実施 

・環境汚染、公害問題における住民への啓発活動(官民連携) 

 ③フェーズ３ ビジネス拡大 

《ビジネス内容》 

・他州への横展開 

・腐敗槽汚泥または廃棄物の収集・運搬事業への参入 

・有機野菜直売所事業への参入 

・汚泥処理の拡大(浄化槽設置・販売・維持管理事業)への参入 

※ODA(普及・実証事業) 

 

2017 年初から 

2018 年末(約 2 年間) 

2019 年より 

2024 年以降 
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槽汚泥の不法投棄は続き、生ごみの削減も進まず、「カ」国における環境汚染・公害問題がさら

に深刻となる懸念が残ることとなる。 

《ビジネスの基盤作り》 

 堆肥化に関連する技術者の育成 (a)

技術者の育成(教育・セミナー活動、日本への視察・研修) 

回収(受入)～分別(汚水処理含む)、混合、発酵、分別の PDCA による実地訓練 

堆肥化オペレーションマニュアルの作成 

 堆肥の製造及び製造した堆肥のフィールドテスト (b)

腐敗槽汚泥、生ごみ等の混合比率の検証 

製造した堆肥の成分分析や、土壌の有効性の検証 

農作物育成状況の検証 

《ビジネス展開準備》 

製造拠点の確保 

販売先の確保 

(卸・大手農業ファーム・ダムコーマーケットとの協業及び販売店網の確保) 

製品分析・他製品との比較分析の実施 

また、事業を成功させるための 2 つ目のポイントとしては、既製品との棲み分けや販売網を確

保することである。販売網については、卸業者または大手農業ファーム、ダムコーマーケットと

の協業が望ましいため、候補先の既肥料販売会社である Bay Heritage 社や Bopha Organic 
Agriculture 社または、ダムコーマーケットとの協業の可能性含めて検討を行っていく。また、既

製品との棲み分けについては、堆肥に関する農業従事者への知識の向上のみならず、今回製造す

る堆肥製品と既製品との成分分析の比較のみならず、実証事業を通した農作物の生育への影響や

土壌環境への影響を検証していく。 

 フェーズ２：ビジネスの展開 (2)

製造する堆肥は、腐敗槽汚泥及び生ごみを使った堆肥の製造・販売、または、さらにヤシ殻を

混合させた堆肥の製造・販売のいずれかの製品を想定していたが、本調査の結果を踏まえ、ヤシ

殻は堆肥の原材料として利用しないこととした。理由としては以下の通りである。 

・ヤシ殻を安定的かつある程度の量の確保が難しいこと 
・ヤシ殻を粉砕機にて粉砕することが容易ではなかった(粉砕時間も長い)こと 

なお、「カ」国でのビジネス展開の成功のポイントは、前述の①の事前準備の正否による。そ

の他、初期投資を抑制しつつ、収益のバランスに比例した設備投資や、製品の販売における販売

ネットワーク網の構築、農業従事者への支援体制や住民への環境汚染や公害対策への継続的な啓

発活動が必要となる。詳細な事業計画については、後述する。 

また、農業従事者への肥料と堆肥に関する知識の啓発活動が堆肥の利用者を増やすことにつな

がるため、継続的に堆肥の有効活用による農業生産性向上のための定期セミナーを実施する計画
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である。 

 フェーズ３：ビジネスの拡大 (3)

②のビジネス事業の安定化による収益基盤が確立した段階において、将来的な事業拡大の構想

として、以下のビジネス展開を図ることを視野に事業性を継続検討していく。 

(a) 他州への同堆肥化事業の横展開 

(b) 腐敗槽汚泥または生ごみ等の廃棄物の収集・運搬事業への参入 

(c) 製造農作物の物流事業や有機野菜直売所事業への参入 

(d) 浄化槽を用いた汚泥・水処理事業(浄化槽の設置・販売・維持管理)の実施 等 

 

 堆肥の製品化方法(必要機材及び製造工程) 5-1-3

 堆肥の製造に必要な設備投資項目 (1)

腐敗槽汚泥及び生ごみを利用した堆肥化に必要な機材及びその他必要設備は以下(表 5-4)の通

りである。記載の設備一式は、受入から分別、混合、発酵までをある程度機械化して実施する前

提で必要な設備一式である。一方で、事業計画では、各工程を圧縮するかまたは人手による人海

戦術で実施するのかにより不要となる設備が発生する場合がある。 

表 5-4 必要な機材一覧 

項目 設備項目 各工程 設備項目の内容 
機材 生ごみ破砕機 生ごみ前工程処理 生ごみを粉砕する機械 

ｽｸﾘｰﾝ機 腐敗槽汚泥前工程処理 腐敗槽汚泥の異物を分別する機械 
消泡剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 腐敗槽汚泥前工程処理 消泡剤ﾀﾝｸから腐敗槽汚泥受槽に送り

込むﾎﾟﾝﾌﾟ 
消泡剤ﾀﾝｸ 腐敗槽汚泥前工程処理 腐敗槽汚泥の泡を消す消泡剤をため

るﾀﾝｸ 
曝気ﾌﾞﾛﾜ 腐敗槽汚泥前工程処理 腐敗槽汚泥受槽に空気を送り込む曝

気装置 
汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ 腐敗槽汚泥前工程処理 受槽にある腐敗槽汚泥を脱水機に送

り込む装置 
汚泥脱水機 腐敗槽汚泥前工程処理 汚泥を脱水する装置 
凝集剤自動溶解装置 腐敗槽汚泥前工程処理 凝集剤を溶解する装置 
凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 腐敗槽汚泥前工程処理 凝集剤を汚泥脱水機に送る込むﾎﾟﾝﾌﾟ 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 腐敗槽汚泥前工程処理 凝集剤自動溶解装置に接続するｺﾝﾌﾟﾚ

ｯｻｰ 
浄化槽ﾕﾆｯﾄ 腐敗槽汚泥前工程処理 脱水機による脱水ろ液(汚水)を処理す

る装置 
汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 腐敗槽汚泥前工程処理 浄化槽ﾕﾆｯﾄでの汚水を腐敗槽汚泥に

返送するﾎﾟﾝﾌﾟ 
送風機 堆肥化 混合後の発酵中空気を送り込む送風

機 
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 各工程 製造過程、製造後の製品を運搬及び混

合作業を実施 
受入槽 
貯槽 
製品保管庫 等 

生ごみ受槽 生ごみ前工程処理 運搬車から回収した生ごみ殻の受入

槽 
破砕生ごみ貯蔵 生ごみ前工程処理 破砕後の生ごみの貯槽 

外部非公開 
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項目 設備項目 各工程 設備項目の内容 
腐敗槽汚泥受槽 腐敗槽汚泥前工程処理 運搬車から回収した腐敗槽汚泥の受

入槽 
脱水汚泥貯蔵 腐敗槽汚泥前工程処理 腐敗槽汚泥の脱水後の貯槽 
混合ｽﾍﾟｰｽ 混合工程処理 脱水汚泥、破砕生ごみ、破砕ﾔｼ殻を混

合するｽﾍﾟｰｽ 
発酵槽 発酵工程処理 混合後に 1-1.5 か月程度発酵させるた

めの貯槽 
堆肥保管庫 製品貯蔵 製造後の保管庫 
屋根付き建屋 全工程 各工程に必要な作業場所(屋根) 

※雨から防ぐ必要があるため 
その他 設計及び水道・電気等

の工事等 
- - 

出所：JICA 調査団作成 

 製造工程について (2)

 前述①記載の設備を使用した場合の工程は以下の通りである。(図 5-2) 

 前工程 1)

 生ごみ前工程 (a)

 回収業者より受入した生ごみに混合している異物を人手にて取り除く。 
 生ごみを受槽に保管する。 
 生ごみ破砕機により生ごみを約 2mm に破砕処理する。 
 破砕後、破砕生ごみ受槽に保管する。 

 腐敗槽汚泥前工程 (b)

 腐敗槽汚泥の回収業者より受入し、スクリーン機にかけ、異物を取り除く。 
 異物除去後、腐敗槽汚泥受槽にて補完する。その際、消泡剤を投入し、消泡処理及び大

気を送り込んで、曝気処理を行う。 
 腐敗槽汚泥受槽にて貯蔵した腐敗槽を、汚泥供給ポンプを通じて、汚泥脱水機にて余分

な水を取り除く。その際、濃縮処理するために、凝縮剤を投入する。 
 汚泥脱水機にかけた後、脱水汚泥は脱水汚泥貯蔵へ、また脱水ろ液は、浄化槽経由で汚

水処理する。汚水処理した水は、放流するかまたは、一部腐敗槽汚泥受槽に混合するた

めに使用する。 

 混合処理 2)

 前工程処理を終えた、破砕生ごみ及び、脱水汚泥を分量に応じてホイールローダーにて

混合する。 
 混合後、発酵槽に入れる。 

 発酵処理 3)

 発酵槽にて、約 1～1.5 か月程度かけて、混合した破砕生ごみ及び脱水汚泥を発酵処理

させる。 
 発酵後、ふるいにかけて製造した堆肥をバラ製品保管庫へ移動させる。 

外部非公開 

外部非公開 

外部非公開 

外部非公開 

外部非公開 
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出所：JICA 調査団作成 

図 5-2 堆肥の製造工程 

 ビジネス展開時の事業の実施体制 5-1-4

事業の実施体制形態は以下(表 5-5、図 5-3)のとおりである。 

腐敗層汚泥生ごみ

分別

運搬

生ごみ受槽

腐敗層汚泥受槽

運搬

ｽｸﾘｰﾝ機 異物
異物

消泡剤

ﾀﾝｸ

曝気

ﾌﾞﾛﾜ

生ごみ破砕機
ポンプ

汚泥脱水機

脱水汚泥受槽

浄化槽

凝集剤

自動溶解
装置

ポンプ

混合スペース

発酵槽

送風機

バラ製品保管庫

外部非公開 
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表 5-5 ビジネス展開時における実施体制について 

役割 実施企業 

堆肥の製造 林田産業(現地企業) 

原材料の仕入れ先 腐敗槽汚泥 行政機関主幹による回収業者より入手 

生ごみ 行政機関主幹による回収業者より入手 

(想定先：ダムコーマーケット) 

堆肥の販売 直販(農家または販売店) 林田産業(現地企業) 

卸販売 

※候補先 

ダムコーマケット 

Bayon Heritage、Bopha Organic Agriculture 等 

大手農業ファーム 

※候補先 

ジャパンファーム、グリーンイーグル 等 

出所：JICA 調査団作成 

 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 5-3 堆肥の製造・販売における実施体制図 

 事業化のスケジュール 5-1-5

前述の事業計画に基づく事業化のスケジュールは以下のとおり計画している(表 5-6)。 

フェーズ１ ビジネスの基盤作りとビジネス展開準備：2017年初～2018年末(約 2年間) 

フェーズ２ ビジネス展開：2019年より随時 

フェーズ３ ビジネス拡大：2024年度以降実施検討 
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表 5-6 ビジネス事業化スケジュール 

 
出所：JICA 調査団作成 
 

  想定する事業計画および開発効果 5-2

 事業計画 5-2-1

 調達・生産計画について (1)

 調達計画 1)

 腐敗槽汚泥 (a)

 腐敗槽汚泥の調達先 

行政による腐敗槽汚泥の回収・廃棄に関する法整備は進んでいるものの、運用監理は適正

に実施されておらず、運用状況については今後注視していく必要がある。また、回収業者へ

のライセンスは現在発行されておらず、処分場がないため、河川・湿地帯に不法投棄されて

いる。一方で、堆肥の原材料である腐敗槽汚泥の調達先は回収業者からとなるが、安定的に

調達するためには行政の指導と回収業者の協力が必要となる。第 5 章記載の普及・実証事業

の中で、行政機関による腐敗槽汚泥の運用施行状況を注視しつつ、調達先は、原則行政機関

の指導のもと、腐敗槽汚泥の回収業者からの調達を予定している。 

 腐敗槽汚泥の調達可能量 

腐敗槽汚泥に関して、回収業者の運用監理を行っておらず、回収後の廃棄については、廃

棄場所や処理方法が確立されていないため、不法投棄が黙認されている。そのため、プノン

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

案件化調査

普及実証事業企画提案 ▲

普及実証事業企画採択 ▲

MM準備・協議・締結

製品発注～輸送～設置

普及・実証事業開始 ▲

普及・実証事業期間

有機堆肥製造

混合比率の検証含む

有機堆肥のフィールドテスト

製造堆肥の分析・検証 ▲ ▲

土壌・農作物育成状況の分析・検証 ▲ ▲

セミナーの開催 ▲ ▲

OJTによる堆肥製造技術の供与

堆肥製造マニュアルの作成

ビジネス展開展開

販売網の構築

営業の開始

製造拠点の確保

工場建設・製造装置の準備・設置

堆肥の製造開始 ▲

堆肥の有効活用に関する
定期セミナーの開催

▲ ▲ ▲ ▲

出所：JICA調査団作成

2016年 2017年 2018年 2019年



 

5-11 

ペン都にて発生している汚泥排出量は不明であるが、汚泥排出の推定量について、表 3-13
に記載の通りである。 

表 3-13 に記載の通り、2016 年時点において、腐敗槽の設置台数は、約 37.5 万基、推定

汚泥排出量は、約 22.8 万 t/年(625ｔ/日×365 日)の結果となった。本算出結果により想定さ

れる腐敗槽汚泥の一部を回収(受入)し、適正に処理することより、堆肥化の原料として使用

する計画である。なお、堆肥化に使用しない腐敗槽汚泥に関する処理に関しては、行政機関

と連携して処理方法の対応を検討する必要がある。 

 生ごみ (b)

 生ごみの調達先 

生ごみの調達先は、本調査の結果、行政の管轄は WMD であるが、回収業者であるシン

トリー社または、ダムコーマーケットグループの２つのいずれかとなる。現在、生ごみの分

別は行われていないため、廃棄物の回収後に生ごみ単独の分別の手間を考えると、主に生ご

みを回収・廃棄しているダムコーマーケットグループから調達する必要がある。なお、ドン

コール処分場では、ダムコーマーケットグループから廃棄される車輛の区別は可能なため、

WMD 管轄のドンコール処分場からの直接仕入れことも視野に検討を進めていく。 

 生ごみの調達可能量 

生ごみの排出量は、プノンペン都では生ごみの分別は行われていないため、不明である。

そのため、堆肥の原料となる生ごみについては、分別の作業を考慮して、ダムコーマーケッ

トから排出される生ごみの調達が望ましいと考えている。DPWD/DSD や WMD 等の行政機

関からのヒアリングによると、ダムコーマーケットから排出される生ごみの量は、1 日当た

り、約 32t/日(＝年間 11.6 万 t/年)である。表 5-7 に現在発生する生ごみの量及び、人口増加

率(平均 3%)と経済成長率(7.0％前半(IMF 予想(2015 年 4 月発表)より))を加味し、年平均 10%
程度増加すると仮定し、今後発生する見込みの生ごみの量を試算した。なお、ダムコーマー

ケットから排出される生ごみの量は、莫大のため、事業開始当初にすべてを堆肥化の原料と

することは難しく、使用しない生ごみについては、現状と同様、ドンコール処分場にて処分

することとなる。 

表 5-7 ダムコーマケットから排出される生ごみの推定量 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 
推定生ごみ発生量 
(ｔ/年) 

約 11.6 万 約 12.8 万 約 14.1 万 約 15.5 万 約 17.1 万 約 18.8 万 

出所：JICA 調査団作成 

 生産計画 2)

前述の調達計画に対して、原材料に対する発酵品容量(原材料容量に対する堆肥製造が可能

な容量)が必要となる。原材料となる腐敗槽汚泥及び生ごみは多くの水分が含まれるため、製

造過程において脱水や発酵することで多くの水分が蒸発される。そのため、調達した原材料に

対して、製造できる堆肥は限りなく少なく、堆肥を製造においては、水分調整のため堆肥汚泥
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(種汚泥)を混合し、堆肥を製造する。表 5-8 に、腐敗槽汚泥及び生ごみを使用した場合の発酵

品容量を記載する。なお、本比率は今後普及・実証事業の中で、最も効率的に製品化できるよ

うに調整する予定である。 

表 5-8 原材料に対する堆肥(発酵品)製造比率について 

 混合比率 発酵品比率 備考 
腐敗槽汚泥 
生ごみ 
汚泥堆肥 

腐敗槽汚泥 ： 生ごみ ： 堆肥汚泥 
0.20 

原材料総量 100 に対し

て 20 の堆肥の製造が

可 1 : 1 : 0.2 

出所：JICA 調査団作成 

生産計画おいては、調達量に応じて堆肥の生産が可能であるため、調達量と合わせて記載す

る。また、販売計画や在庫数量により生産量を調整した上で、試算する。生産計画は、表 5-9
の通りである。なお、下記記載の堆肥の生産量は、原材料の調達後、発酵及び製品化期間を約

2 か月程度と設定しているため、原材料容量に対して前述の発酵品比率から算出されているわ

けではない。 

表 5-9 堆肥の生産計画及び原材料の調達量について 

単位：t 

調達区分/生産量 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 

調達量 
生ごみ 2,800 7,800 17,700 34,000 57,000 83,000 
腐敗槽汚泥 2,800 7,800 17,700 34,000 57,000 83,000 
堆肥汚泥 560 1,560 3,540 6,800 11,400 16,600 

堆肥の生産量 1,083 3,249 7,293 14,365 24,310 36,023 
出所：JICA 調査団作成 

上記表 5-9 に記載の通り、生産計画における原材料の調達量について、前述の推定汚泥排

出量(表 3-13)及びダムコーマケットから排出される生ごみの推定量(表 5-7)に対して、十分調

達可能な原材料と想定している。 

表 5-9 の 5 年目を仮に 2020 年とした場合の生ごみ及び腐敗槽汚泥の推定発生量に対する原

材料比率は表 5-10 の通りである。 

表 5-10 原材料の発生量に対する使用量比率 

 生ごみ 腐敗槽汚泥 
推定生ごみまたは腐敗層汚泥発生量 約 18.8 万ｔ/年 約 25.5 万ｔ/年 
生産計画における堆肥の原材料量 57,000ｔ/年 57,000ｔ/年 
原材料比率(原材料÷発生量) 約 30.3% 約 22.3% 
出所：JICA 調査団作成 

 販売計画について (2)

 販売先 1)

堆肥の販売先は以下の通り、計画している。 

・直接販売：個別契約農家(農協含む)、大手農業ファーム(ジャパンファーム、グリーンイー

外部非公開 
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グル) 

・間接販売(卸)：堆肥販売店(「カ」国約 3000 店舗対象)、販売パートナー(候補：BayonHeritage
社、BophaOrganicAgriculture 社、ダムコーマーケット) 

なお、「カ」国全域への販売網構築には、現在約 3,000 店舗ある堆肥販売店を活用した販売

を行うことを計画している。また、農家や堆肥の利用に協力いただける大手農業ファームに対

しては、直接販売を行う計画である。 

 販売単価 2)

「カ」国では不法輸入・販売を含め、様々な有機肥料や化学肥料が販売されている。本計画

にて販売する堆肥については、有機肥料の内、「カ」国にて最も人気がある日本製の「なちゅ

らる」をターゲットとして、販売単価を仮設定する。「カ」国では、「なちゅらる」製品が約

26～28USD/袋(50kg)にて、肥料販売店にて販売されており、それよりも可能な限り安価な価格

に設定する計画（計画値として、一般店頭市場価格 23~25USD/袋(50kg)と設定）である。また、

販売形態は、直接販売と間接販売を想定しており、本事業における販売単価は、販売先毎に異

なる設定値（16~22USD/袋(50kg)）（表 5-11）と設定した。なお、本価格の設定は、①投資回収

期間を 5~6 年、②キャッシュフロー計画を上限 3~4 億円を前提条件に、生産計画、設備投資

計画、売上計画、変動原価を鑑み、ビジネス上妥当な価格帯として設定している。 

表 5-11 堆肥の想定販売価格について 

ロケーション 販売価格 備考 
店頭販売価格 23～25USD/袋(50kg) 地域により販売価格の差あり 

直接販売 
個別契約農家 20USD/袋(50kg)  
大手農業ﾌｧｰﾑ 18USD/袋(50kg)  

間接販売(卸) 

堆肥販売店 22USD/袋(50kg) ※販売店ﾏｰｼﾞﾝ額 1～3USD/袋 
(現状の退社製品の販売店ﾏｰｼﾞﾝは、

0.5USD/袋) 
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 16USD/袋(50kg) ※ﾊﾟｰﾄﾅｰﾏｰｼﾞﾝ額 7～9USD/袋程度 

出所：JICA 調査団作成 

 販売計画 (3)

堆肥の販売計画は、前述の販売先の確保に依存する。販売網の構築は、現地人の雇用による 1
グループ 2 名体制の 2 グループ及び、日本人統括責任者 1 名の計 5 名体制で販売網の開拓を行う

計画である。 

販売先の獲得及び堆肥の販売計画は下表(表 5-12)の通りである。なお、MAFF のヒアリングに

よると、2014 年―2015 年の肥料の輸入量の平均値(80 万 t/年)であり、販売計画に占める市場シ

ェアは事業開始後 5 年目(堆肥販売数量約 1.2 万 t)で約 1.55%であるため、販売計画は過剰ではな

い計画と想定できる。  

外部非公開 

外部非公開 
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表 5-12 堆肥の販売拠点及び販売計画について 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
販売拠点数 個別農家 57 188 517 1,156 2,068 3,706 

大手農業ﾌｧｰﾑ 1 1 2 3 3 3 
堆肥販売店 54 141 307 543 767 1,087 
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 1 1 1 1 1 1 

計 113 331 827 1,703 2,839 4,797 
販売計画 
(単位：袋) 

個別農家 395 1,504 4,559 11,472 23,286 41,745 
大手農業ﾌｧｰﾑ 250 300 550 850 900 900 
堆肥販売店 7,700 25,195 63,605 132,763 223,260 316,350 
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 500 624 660 684 720 720 

計 
8,845 
(442t) 

27,623 
(1,381t) 

69,374 
(約 3,469t) 

145,769 
(約 7,288t) 

248,166 
(1.2 万 t) 

359,715 
(1.8 万 t) 

市場ｼｪｱ比率 
※対 80 万 t/年 

0.06% 0.17% 0.43% 0.91% 1.55% 2.25% 

出所：JICA 調査団作成 

「カ」国では、化学肥料や有機肥料等様々な肥料が販売されている。本計画では、有機肥料(堆
肥)の販売を行うが、「カ」国にて販売されている有機肥料でも、成分量(窒素リン等)の規程がな

いため、日本の規程では有機肥料として認められない肥料も多数販売されている。そのため、有

機肥料に対する農業従事者への啓発活動が必要である。今回製造する堆肥は、栄養分(窒素、リ

ン等)が少なく、その他の肥料または糞尿等と混合して使用することが必要となる。販売時にお

いては、堆肥の使用の仕方、また農作物別の使用方法等の教育も必要となる。その他、多くの肥

料が販売されている中で、他製品との差別化は必要である。差別化の 1 つとして、有機肥料は害

虫がつきやすく、農作物に影響が発生する場合があり、害虫対策を施した肥料の製造または害虫

対策製品とのセット販売も検討する予定である。 

 設備投資計画について (4)

 設備投資項目 1)

堆肥を製造するために必要な設備投資項目は表 5-4 に記載の通りである。機材に関しては

調達する各機材の処理量に応じて増設し、受入槽や貯槽は、生ごみや腐敗槽汚泥の受入量及び、

堆肥製造過程における製品製造容量に応じて増設する計画である。下表(表 5-13)に、想定して

いる各機材の処理容量及び各受入槽・貯槽等の大きさについて記載する。 

表 5-13 設備投資における各機材の想定処理容量/スペックついて 

項目 設備項目 処理容量/ｽﾍﾟｯｸ 備考 

機材 ①生ごみ破砕機 816 t/月・台  
②ｽｸﾘｰﾝ機 - 腐敗槽汚泥受槽１つにつき 1 ｾｯﾄ 

各 1 つ必要 ②消泡剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ - 
②消泡剤ﾀﾝｸ - 
②曝気ﾌﾞﾛﾜ - 
③汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ 1,200 ㎥/月・台  
③汚泥脱水機 1,200 ㎥/月・台  
③凝集剤自動溶解装置 20ℓ/min 汚泥脱水機 1 つにつき 1 ｾｯﾄ 
③凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ - 
③ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 20ℓ/min 

外部非公開 

外部非公開 
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項目 設備項目 処理容量/ｽﾍﾟｯｸ 備考 

④浄化槽ﾕﾆｯﾄ 4,800 ㎥/月・台  
④汚泥返送ﾎﾟﾝﾌﾟ - 浄化槽ﾕﾆｯﾄ１つにつき 1 ｾｯﾄ 
⑤送風機 15 ㎡/ min 発酵槽１つにつき１つ 
⑥ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ -  

受入槽 

貯槽 

製品保管庫 等 

生ごみ受槽 50 ㎥/槽  
破砕生ごみ貯蔵 50 ㎥/槽  
腐敗汚泥受槽 100 ㎥/槽  
脱水汚泥貯蔵 100 ㎥/槽  
混合ｽﾍﾟｰｽ 100 ㎥/槽  
発酵槽 100 ㎥/槽  
堆肥保管庫 1000 ㎥/槽  
屋根付き建屋 2,400 ㎡～  

出所：JICA 調査団作成 

 設備投資計画 2)

各設備投資項目に対する投資計画については、受入する生ごみや腐敗槽汚泥の容量により異

なる。そのため、堆肥の生産計画及び原材料の調達量について(表 5-9)に記載した原材料及び

堆肥の生産計画に沿った機材の設備投資(表 5-14)及び、受入槽・貯槽等の設備投資(表 5-15)
について以下に記載する。 

表 5-14 各機材の設備投資計画について 

項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
①生ごみ破砕機 1 

(1) 
0 

(1) 
2 

(3) 
2 

(5) 
2 

(7) 
2 

(9) 
②腐敗槽汚泥付属設備一式(ｽｸﾘ

ｰﾝ機ﾎﾟﾝﾌﾟ等) 

1 
(1) 

1 
(2) 

3 
(5) 

4 
(9) 

5 
(14) 

4 
(18) 

③汚泥脱水機等他付属設備(汚

泥脱水機、ﾎﾟﾝﾌﾟ等) 

1 
(1) 

0 
(1) 

1 
(2) 

1 
(3) 

2 
(5) 

1 
(6) 

④浄化槽ﾕﾆｯﾄ 1 
(1) 

0 
(1) 

0 
(1) 

0 
(1) 

1 
(2) 

0 
(2) 

⑤送風機 4 
(4) 

5 
(9) 

13 
(22) 

17 
(39) 

22 
(61) 

16 
(77) 

⑥ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 2 
(2) 

0 
(2) 

0 
(2) 

0 
(2) 

0 
(2) 

0 
(2) 

()：累計 
出所：JICA 調査団作成 

表 5-15 各受入槽・貯槽等の設備投資計画について 

項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
生ごみ受槽 

破砕生ごみ貯蔵 

1 
(1) 

0 
(1) 

4 
(5) 

9 
(14) 

13 
(27) 

17 
(44) 

腐敗汚泥受槽 1 
(1) 

1 
(2) 

3 
(5) 

4 
(9) 

5 
(14) 

4 
(18) 

脱水汚泥貯蔵 1 
(1) 

0 
(1) 

1 
(2) 

1 
(3) 

2 
(5) 

1 
(6) 

混合ｽﾍﾟｰｽ 1 
(1) 

0 
(1) 

1 
(2) 

2 
(4) 

1 
(5) 

2 
(7) 

発酵槽 4 
(4) 

5 
(9) 

13 
(22) 

16 
(39) 

22 
(61) 

16 
(77) 

堆肥保管庫 1 1 0 0 0 9 

外部非公開 

外部非公開 

外部非公開 



 

5-16 

項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
(1) (2) (3) (3) (3) (11) 

屋根付き建屋(㎡) 3,000 
(3,000) 

0 
(3,000) 

3,700 
(6,700) 

4,900 
(11,600) 

6,300 
(17,900) 

7,500 
(25,400) 

()：累計 
出所：JICA 調査団作成 

上記各機材及び受入槽・貯槽の設備投資に対する年度別投資総額は下表の通りである。受入

する生ごみや腐敗槽汚泥の容量や生産計画により設備投資を随時増設する計画であり、毎年設

備投資を行う計画である。 

表 5-16 年度別設備投資額について 

   単位：千 USD 

項目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
設備投資額 1,210 

(1,210) 
268 

(1,478) 
1,584 

(3.063) 
1,859 

(4,922) 
2,538 

(7,460) 
2,873 

(10,334) 
()：累計 
出所：JICA 調査団作成 

 事業収支計画について (5)

事業収支計画は、売上及び売上総利益、営業利益の 3 段階で算出し、5 か年計画として月次に

て試算する。詳細の試算は添付の通りである。本章では、6 か年計画を年度別に試算した結果を

記載する。 

 売上計画 1)

前述の販売計画(表 5-12)及び販売価格(表 5-11)をもとに、堆肥の売上を算出した。結果は、

下表(表 5-17)の通りである。なお、下表は年度累計であり、月次で試算した結果の累計値であ

る。そのため、単純な販売計画と単価で算出した結果ではない。 

表 5-17 堆肥の売上計画について 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
販売計画 
※単位:袋 

個別農家 500  624  660  684  720  720  
大手農業ﾌｧｰﾑ 7,700  25,195  63,605  132,763  223,260  316,350  
堆肥販売店 395  1,504  4,559  11,472  23,286  41,745  
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 250  300  550  850  900  900  

計 8,845  27,623  69,374  145,769  248,166  359,715  
売上高 
※単位：

USD 

個別農家 20USD/袋 8,000  9,984  10,560  10,944  11,520  11,520  
大手農業ﾌｧｰﾑ 18USD/袋 169,400  554,290  1,399,310  2,920,786  4,911,720  6,959,700  
堆肥販売店 22USD/袋 7,900  30,080  91,180  229,440  465,720  834,900  
販売ﾊﾟｰﾄﾅｰ 16USD/袋 4,500  5,400  9,900  15,300  16,200  16,200  

計 189,800  599,754  1,510,950  3,176,470  5,405,160  7,822,320  
出所：JICA 調査団作成 

 原価コスト 2)

 売上原価 (a)

売上原価は、堆肥を製造・出荷するために必要な経費を計上する。計上項目は以下(表 5-18)

外部非公開 

外部非公開 
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の通りである。 

表 5-18 各受入槽・貯槽等の設備投資計画について 

項目 単価 備考 

製造人件費 150USD/月 事業開始当初 10 人体制、増産伴い 5～10 人を増員 
※人件費単価は、年間 5%程度の上昇を加味 

販売出荷人件費 150USD/月 1 ﾁｰﾑ 2 名体制、事業開始当初は 1 ﾁｰﾑ 
出荷場所の増加ともない 1 ﾁｰﾑずつ増員 
※人件費単価は、年間 5%程度の上昇を加味 

製品袋 0.10USD/袋 出荷用袋、1 袋につき堆肥量は 50kg 
水道光熱費 1 設備つき 250USD/月 設備ごとに消費電力や使用水量は異なるため、平均値にて計上 
減価償却費(工場設備) - 設備投資額毎に 5 年で償却 
運搬車両代 500USD/月 1 ﾁｰﾑあたり 1 台。購入費に対して 5 年で償却 
車両燃料費 0.88 USD/ ℓ - 
土地賃借料 8USD/㎡・月 行政機関より調達予定のため、市場価格より安価に設定 

※条件により無償で賃借の可能性あり 
出所：JICA 調査団作成 

 販売管理費 (b)

販売管理費は、堆肥を販売する営業経費、販促費、オフィス及びその他経費を計上する。

計上項目は以下(表 5-19)の通りである。 

表 5-19 各受入槽・貯槽等の設備投資計画について 

項目 単価 備考 

販促費 1,000USD/月 堆肥の販売促進用の経費 
営業人件費 300USD/月 1 ﾁｰﾑ 2 名体制。2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ体制 

※人件費単価は、年間 5%程度の上昇を加味 
日本人ｽﾀｯﾌ人件費 3,000USD/月 現地駐在ｽﾀｯﾌとして営業、製造それぞれ各 1 名ずつの 2 名体制 

※人件費単価は、年間 5%程度の上昇を加味 
営業用車両代 400USD/月 1 ﾁｰﾑあたり 1 台。購入費に対して 5 年で償却 
車両燃料費 0.88 USD/ ℓ - 
ｵﾌｨｽ賃料 1,000USD/月 ※単価は、年間 5%程度の上昇を加味 
その他経費 5,000USD/月 - 
出所：JICA 調査団作成 

 事業収支計画 3)

前述の①売上計画および②原価コストをもとに 6 か年の年次事業収支計画を算出すると、以

下(表 5-20、図 5-4)の通りとなる。 

表 5-20 6か年事業収支計画 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 

売上高 189,800  599,754  1,510,950  3,176,470  5,405,160  7,822,320  

売上原価 製造人件費 18,000  18,900  29,700  42,263  54,000  54,000  
製品袋代 953  3,097  7,186  14,330  24,820  38,646  

その他経費(水道光熱費) 9,000  9,000  14,250  23,750  36,750  50,500  
販売人件費 3,600  3,780  3,960  4,140  5,940  9,360  
減価償却費(運搬車両) 6,000  6,000  6,000  6,000  8,250  7,000  
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 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 

車両燃料代 422  422  422  422  581  915  

減価償却費(製造工場) 233,264  275,472  509,021  862,389  1,324,368  1,759,833  
土地賃借料 288,000  288,000  643,200  1,113,600  1,718,400  2,438,400  

計 559,239  604,672  1,213,739  2,066,894  3,173,109  4,358,655  

売上総利益 -369,439  -4,918  297,211  1,109,576  2,232,051  3,463,665  

販管費 販促費 12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  
営業人件費 9,600  10,080  10,560  11,040  11,520  11,520  

日本人ｽﾀｯﾌ人件費 72,000  75,600  79,200  82,800  86,400  86,400  
減価償却費(営業車両) 8,000  8,000  8,000  8,000  8,000  0  
車両燃料代 845  845  845  845  845  845  

ｵﾌｨｽ賃料 12,000  12,600  13,200  13,800  14,400  14,400  
その他経費 60,000  60,000  60,000  60,000  60,000  60,000  

計 174,445  179,125  183,805  188,485  193,165  185,165  

営業利益 -543,884  -184,043  113,406  921,091  2,038,886  3,278,501  

営業利益(累計) -543,884  -727,927  -614,521  306,571  2,345,457  5,623,958  

出所：JICA 調査団作成 

 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 5-4 6か年事業収支計画と堆肥販売数量 

 損益分岐点 4)

損益分岐点について、堆肥の製造量に応じて段階的に設備投資を実施することによる減価償

却費負担の増加や人員の増強により変動する。そのため、一時的に損益分岐点を超える場合が

あるが、一定水準の営業利益がでる点を損益分岐点とする。その結果、損益分岐点は、堆肥を

約 5,163 個/月(258t)販売した時点となる。以下(表 5-21、図 5-5)に堆肥の販売数量に対する売

上損益を記載する。損益分岐点における堆肥の販売量は 5,163 個/月(258t)であり、市場(平均

80万 t/年)に対するシェア率 0.38%とかなり少ない数量にてブレークイーブンポイントとなり、

達成可能な計画と想定できる。 
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表 5-21 堆肥の販売数量に対する売上損益について 

堆肥販売量 2,000 個 
(100t) 

3,000 個 
(150t) 

4,000 個 
(200t) 

5,163 個 
(258t) 

6,000 個 
(300t) 

売上高(千 USD/月) 43.3 65.2 87.0 112.4 130.6 
営業損益(千 USD/月) ▲20.8 ▲1.8 ▲23.9 0 12.4 
出所：JICA 調査団作成 

 

 

出所：JICA 調査団作成 

図 5-5 堆肥販売数量に対する損益分岐点 

 キャッシュフロー計画 5)

本事業計画は、先行して設備投資を実施する必要があり、多額のキャッシュを要する。また、

事業開始当初は、運転資金が必要となり、営業利益も赤字のため、設備投資に必要なキャッシ

ュ及び事業から生み出される営業キャッシュ(EBITDA(営業収支-減価償却費))から必要なキャ

ッシュフローを算出した。算出結果は表 5-22 の通りである。 

表 5-22 設備投資及び営業収支による必要キャッシュフロー 

単位：千 USD 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 
①支出 設備投資(工場) 1,210  268.7  1,584.5  1,859.1  2,538.3  2,873.3  

設備投資(車両) 70 0 0 0 15 30 
計 1,280 268.7  1,584.5  1,859.1  2,548.3 2,903.3 

②営業収支(EBITDA) ▲296.6  105.4  636.4  1,797.4  3,379.5  5,045.3  
年計(②－①) ▲1,576.6  ▲163.3  ▲948.1  ▲61.6  826.1  2,142.0  

累計 ▲1,576.6  ▲1,739.9  ▲2,688.0  ▲2,749.7  ▲1,923.6  218.3  
出所：JICA 調査団作成 

なお、年次での算出の場合、4 年目の最大必要キャッシュフローは約 2,749.7 千 USD となる

が、別紙月次の試算では、事業開始後 39 か月目に最大必要キャッシュフローとなる約 3,474.1
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千 USD が必要となる。 

 開発効果 5-2-2

本事業を実施することによる開発効果は以下の 7 点である。 

① 行政関係者及び事業関係者が堆肥に関する製造技術及び利用の知識を取得できる。 
② 堆肥の利用による土壌環境が改良され、農業の生産性や利用する土地の拡大に寄与で

きる。 
③ 腐敗槽汚泥の有効活用により、民間業者による腐敗槽汚泥の不法投棄が抑制される。 
④ 生ごみを有効活用することにより、分別に対する意識が改善できる。 
⑤ 廃棄物、汚泥の適切な処理が行われることで、都市環境および公衆衛生状況の改善が

もたらされる。 
⑥ 廃棄物の減量化、堆肥化を含む汚泥や生ごみの有効活用方策が検討・策定されること

により、「カ」国における循環型社会構築に向けた具体的事例となる。 
⑦ 環境の改善、循環型社会の構築、堆肥を活用した農業生産性の向上などの一連の成果

により、「カ」国の着実かつ持続可能な発展に貢献する。 
⑧ 事業を実施することにより、「カ」国の雇用の創出に寄与できる。 

  事業展開におけるリスクと課題 5-3

 従来より想定されたリスクについて 5-3-1

 法務・知財面のリスク (1)

堆肥の原材料となる汚泥は、民間の汚泥引抜き業者から購入することを予定するが、DSD が

河川、排水路の汚泥回収を実施していることから、DSD からの購入も想定する。DSD からの汚

泥買い取りについては、DSD の見解では問題等は生じないとのことであるが、汚泥の買い取り、

堆肥の販売にあたっては「カ」国の現地法を十分に調査、参照し進める。 

 政治面のリスク (2)

「カ」国では、2013 年 7 月末に行われた選挙により、現首相率いる与党・カンボジア人民党

が勝利を収めたものの、選挙の不透明さを理由に、野党・救国党の支持者の中にはデモに発展し

た経緯がある。次期選挙は 2018 年 7 月頃(未定)であるが、今後も政治不安は継続することが想

定されるため、現地調査中は JICA カンボジア事務所および大使館を通じ、選挙およびデモに関

する情報を収集し、緊急時の対応を確認する。 

 自然環境面のリスク (3)

本調査では、ヤシ殻を原材料とした堆肥化を目指しているが、その生産量(回収量)は自然環境

(特に気候)に依存する。そのため、季節的および経年的変化に注意し、安定的に堆肥製造が可能

な生産量を見極める必要がある。 
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 環境社会配慮面のリスク (4)

腐敗槽汚泥を原料とする堆肥は、堆肥としての安全性が確保されていることが不可欠である。

本調査では引抜き汚泥の重金属の含有状況を水質分析(もしくは含有量試験)により確認するが、

汚泥引抜きの対象とする施設については、含有物質の危険性について特に注意して調査、選定す

る。 

 本調査を踏まえて想定されるリスクについて 5-3-2

 法務・知財面のリスク (1)

堆肥の製造における原材料の仕入れは、回収運搬を伴わないため、行政機関(WMD 想定)と協

議の上、廃棄物(腐敗槽汚泥、生ごみ)を無料にて引き取る計画である。堆肥の製造及び販売に関

する「カ」国の法整備状況については、認可制であるため、事業開始前には必要な手続きを行い、

堆肥の販売に関する登録申請を行う予定である。 

また、「カ」国では、特許、実用新案証及び意匠に関する法律及び 標章、商号及び不正競争行

為に関する法律が整備されており、著作権及び隣接権に関する法律もあるが、堆肥の製造にあた

って、対象企業の独自技術により特殊な処理は行っておらず、知的財産的に保護するものはない。

ただし、特殊ではないため、模範的に事業を開始する事業者が出ることを想定してビジネス展開

を行っていく。 

 政治面のリスク (2)

フン・セン首相率いる人民党が安定政権を維持してきたが，5 年に 1 回の国民議会選挙が 2013
年 7 月 28 日に行われ、事前予想に反し、野党救国党が躍進した。野党は，再選挙等を求めて国

会をボイコットし，断続的にデモを行った。与野党間で協議を継続した結果、2014 年 7 月 22 日

に政治合意達成し、政情は安定に向けて一歩進でいる。一方で、次期総選挙として、2018 年 7
月に実施するとの発表が行われており、次期総選挙の結果により政治混乱が発生する可能性があ

る。そのため、今後事業開始においては、総選挙の影響を受ける可能性があるため、今後 JICA
カンボジア事務所および大使館を通じ、状況を注視しつつ、慎重に事業の準備を行っていく。 

 自然環境面のリスク (3)

本調査の結果、ヤシ殻を原材料とした堆肥化は行わない方向である。そのため、ヤシの生産や

自然環境の影響は発生しない。 

 社会環境配慮面のリスク (4)

腐敗槽汚泥を原料とする堆肥は、堆肥としての安全性が確保されていることが不可欠である。

本調査で製造した堆肥の重金属含有量は、日本の肥料取締法で定める基準値内であるが、「カ」

国での肥料の基準値を上回っている（「カ」国において堆肥に関する基準値はない）。原材料とし

て利用した腐敗槽汚泥が原因と考えられるが、今後事業展開するに当たっては、除去は容易では

ないため、発生原因を特定の上、対策を検討する必要がある。 

また、堆肥の原材料である腐敗槽汚泥は、一時的に受入槽にて補完するため、近隣住民への臭
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気への影響を検討する必要がある。「カ」国では、臭気の基準はなく、法律的な対応が存在しな

いが、製造工場の建設場所の選定時には、開発計画を含む近隣住民への影響を考慮して、工場用

地の選定を行う必要がある。 

 その他のリスク (5)

調査の結果、廃棄物の収集・運搬・処理に関する法律は存在する。しかしながら、行政機関で

は、人員不足や予算不足により法律を遵守するための管理監督がしっかり行われておらず、また

民間事業者も法律に遵守する傾向が低い。今後、運用状況を注視する必要がある。また、生ごみ

の分別に関する法律が制定され、2016 年より事業者から施行が開始される予定である。分別が

進むことで、堆肥の原材料の 1 つである生ごみが利活用しやすくなるが、分別が進まない場合、

ごみの削減は軽微となるため、今後運用状況を注視して、原材料のさらなる安定調達とごみの削

減の寄与につなげる必要がある。 

 事業課題について 5-3-3

本事業を展開するに当たり、事業の課題とその対応策を表 5-23 に記載する。 

表 5-23 ビジネス展開におけるリスクに対する課題と対応策 

課題事項 影響度 現状 対応策 

法務 

知財 

堆肥の製造技術の漏え

い 

小 特許に関する法律はある

が、堆肥の製造技術に関し

て特殊なものはない 

特に対応なし 

製品・販売の免許取得 大 堆肥の製造・販売に関する

審査手続きはある 

現状審査基準を満たしていない

ため、対応策の検討が必要 

政治 政権交代による政策変

更ﾘｽｸ 

小 2018年 7月に総選挙実施予

定であり、政権交代の可能

性は不透明である 

適宜情報を取得しつつ、状況を

注視しながら、対応を検討する 

その他 製造工場の建設予定地

の確保 

中 工場予定地は、ﾄﾞﾝｺｰﾙ内の

民間利用できる場所を想定

している 

今後、市役所と交渉しながら、

賃借できるように調整が必要 

原材料の安定調達 

(腐敗槽汚泥) 

小 腐敗槽汚泥の回収・処理に

関する法律は存在するが、

処分場がないため、不法投

棄されている 

今後、WMD/DSDと協議しながら、

安定的に調達できるように協議

が必要 

原材料の安定調達 

(生ごみ) 

小 生ごみの回収・処理に関す

る法律は存在するが、分別

は進んでいない 

当面は、ﾀﾞﾑｺｰﾏ-ｹｯﾄからの調達

を検討するが、安定的な調達に

関しては、WMDと協議が必要 

販売ﾙｰﾄの確保 中 販売を希望するﾊﾟｰﾄﾅｰは存

在するが、独自営業ﾙｰﾄはま

だ存在しない 

卸または直販、どちらを優先的

に販売していくのか、検討が必

要 

製造製品の品質 大 今回の調査にて製造した堆

肥の重金属の含有量が現地

基準値を超えている(日本

基準はｸﾘｱ) 

原材料を含めて、原因の特定し

た上で、対応策の検討が必要 

堆肥の使用促進 中 農業従事者の堆肥と肥料の

違いに関する理解度は低い 

使用方法や認知度 UPを含めて継

続的な啓発活動の検討が必要 

環境への影響 小 腐敗槽汚泥は匂いがある 製造工場の設置場所の配慮が必

要(現状は候補先としてﾄﾞﾝｺｰﾙ

処分場のため、ﾘｽｸは軽微) 

出所：JICA 調査団作成 
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表 3 環境チェックリスト(1) 

分
類

環境項目 主なチェック事項
Yes: Y
No: N

具体的な環境社会配慮
(Yes/Noの理由、根拠、緩和策等)

(1)EIAおよび環境

許認可

(a) 環境アセスメント報告書（EIAレポート)等は作成済みか。

(b) EIAレポート等は当該国政府により承認されているか。

(c) EIAレポート等の承認は付帯条件を伴うか。付帯条件がある場合

は、その条件は満たされるか。
(d) 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの環境に関する許

認可は取得済みか。

(a) N
(b) N
(c) -
(d) -

(a) 本調査は、堆肥化施設設置候補地選定の予備調査であるため、EIA
レポートは作成されていない。
(b) EIAレポートは作成されていないため、必要なし。

(c) EIAレポートは作成されていないため、必要なし。

(d) 本案件調査の内容が具体化した時点(実証事業への採択等)で、プノ

ンペン都に許認可を取得する予定。

(2)現地ステーク

ホルダーへの説
明

(a) プロジェクトの内容および影響について、情報公開を含めて現地ス

テークホルダーに適切な説明を行い、理解を得ているか。
(b) 住民等からのコメントを、プロジェクト内容に反映させたか。

(a) Y
(b) Y

(a) 堆肥化施設候補地の管理者には、適切な説明を行い、理解を得ている。
(b) カウンターパートからの住民に配慮したコメントをもとに、堆肥化施設候補地の
選定を行っている。

(3)代替案の検討
(a) プロジェクト計画の複数の代替案は（検討の際、環境・社会に係る

項目も含めて）検討されているか。

(a) Y (a) 複数の候補地から、環境社会配慮を考慮して、プノンペン都が決定する予定

(1)大気質

(a) 焼却施設、収集・運搬車両等から排出される硫黄酸化物（SOx）、

窒素酸化物（NOx）、煤じん、ダイオキシン等の大気汚染物質は当該

国の排出基準、環境基準等と整合するか。大気質に対する対策は取ら
れるか。

(a) Y (a) 低公害型の機材を可能な限り採用する。

(2)水質

(a) 施設からの排水は当該国の排出基準、環境基準等と整合するか。 (a) Y (a) 汚泥の脱水過程で排出される排水は、当該国の排出基準等と満たす仕様の
浄化槽の設置を予定している。

(3)廃棄物

(a) ゴミの破砕、選別工程で発生する処理残渣、焼却灰、飛灰、コンポ

スト施設から発生するコンポスト化不適物等の廃棄物は当該国の規定
に従って適切に処理・処分されるか。
(b) 有害廃棄物、危険物については、他の廃棄物と区別し、無害化され

た上で当該国の基準に従って適切に処理・処分されるか。

(a) Y
(b) -

(a) 堆肥化に不適切なごみ(プラスチック類や紙類)は分別後、ごみ処分場に運搬
する。

(b) 原料となる生ごみは市場から発生するごみを想定しているため、有害物質の
混入はない。

(4)土壌汚染
(a) 廃棄物処分場から発生する浸出水等により、土壌、地下水を汚染し

ない対策がなされるか。

(a) Y (a) 発生する浸出水は、処分場内の処理施設(ラグーン)にて適切に処理される。

(5)騒音・振動

(a) 施設稼働（特に焼却施設、廃棄物選別・破砕施設）、ゴミの収集・

運搬を行う車両の通行による騒音・振動は当該国の基準と整合する
か。

(a) Y (a) 生ごみ破砕機による騒音・振動は、ダンプトラック走行時の騒音と同程度であ
り、当該国の基準内に十分に収まるものである。

(6)悪臭
(a) 悪臭防止の対策はとられるか。 (a) Y (a) 居住区域から十分な離隔を確保することで、悪臭の影響は低減される。
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表 4 環境チェックリスト(2) 

分
類

環境項目 主なチェック事項
Yes: Y
No: N

具体的な環境社会配慮
(Yes/Noの理由、根拠、緩和策等)

(1)保護区
(a) サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保護区内に立地す

るか。プロジェクトが保護区に影響を与えるか。

(a) N (a) 堆肥化施設候補地は、公共用地であるため、当該国の法律・国際条約等に
定められた保護区には当たらない。

(2)生態系

(a) サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地（珊瑚

礁、マングローブ湿地、干潟等）を含むか。
(b) サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要とされる貴重種の

生息地を含むか。
(c) 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系への影響を減らす

対策はなされるか。
(d) 水生生物に悪影響を及ぼす恐れはあるか。影響がある場合、対策は

なされるか。
(e) 植生、野生動物に悪影響を及ぼす恐れはあるか。影響がある場合、

対策はなされるか。

(a) N
(b) N
(c) N
(d) N
(e) N

(a) そのような地域を含まない。
(b) そのような生息地を含まない。
(c) 生態系への重大な影響は懸念されない。
(d) 投棄されている汚泥を堆肥化することにより、水域の水生生物への影響は低
減される。

(e) 公共用地を予定しているため、植生や野生動物への影響はない。

(3)跡地管理

(a) 処分場の操業終了後の環境保全対策（ガス対策、浸出水対策、不法

投棄対策、緑化等）は考慮されるか。
(b) 跡地管理の継続体制は確立されるか。

(c) 跡地管理に関して適切な予算措置は講じられるか。

(a) -
(b) -
(c) -

(a) 本調査は、堆肥化施設設置候補地選定の予備調査であるため、処分場の操
業終了後の環境保全対策はプノンペン都によって考慮される。

(b) 同上
(c) 同上

(1)住民移転

(a) プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じるか。生じる場

合は、移転による影響を最小限とする努力がなされるか。
(b) 移転する住民に対し、移転前に補償・生活再建対策に関する適切な

説明が行われるか。
(c) 住民移転のための調査がなされ、再取得価格による補償、移転後の

生活基盤の回復を含む移転計画が立てられるか。
(d) 補償金の支払いは移転前に行われるか。

(e) 補償方針は文書で策定されているか。

(f) 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困層､少数民族・先住民族等

の社会的弱者に適切な配慮がなされた計画か。
(g) 移転住民について移転前の合意は得られるか。

(h) 住民移転を適切に実施するための体制は整えられるか。十分な実施

能力と予算措置が講じられるか。
(i) 移転による影響のモニタリングが計画されるか。

(j) 苦情処理の仕組みが構築されているか。

(a) -
(b) -
(c) -
(d) -
(e) -
(f) -
(g) -
(h) -
(i) -
(j) -

(a) 自発的/非自発的住民移転は、ともに発生しないため、(b)以降の検討/対策等
は不要である。
(b) -
(c) -
(d) -
(e) -
(f) -
(g) -
(h) -
(i) -
(j) -

(2)生活・生計

(a) プロジェクトによる住民の生活への悪影響が生じるか。必要な場合

は影響を緩和する配慮が行われるか。
(b) ウェストピッカー等を含めた既存の資源再回収システムへの配慮は

なされるか。
(c) 廃棄物運搬による地域交通への影響はあるか。

(d) 本プロジェクトからの排水、廃棄物処分場から発生する浸出水等に

よって漁業及び地域住民の水利用（特に飲料水）に悪影響を及ぼす
か。
(e) 衛生害虫は発生するか。

(a) N
(b) -
(c) -
(d) N
(e) N

(a) 公共の敷地内の設置となるため、堆肥化施設設置による土地利用・水域利用
等の変化ならびに住民への影響は生じない。

(b) 市場から運搬される生ごみは、再回収されることなく投棄されているため、ウェ
ストピッカーへの影響はない。

(c) 事業規模が小さいため、影響はない。
(d) 汚泥の脱水後に排出される排水は、浄化槽にて、適切に処理されるため、水
域への影響は、むしろ低減される。

(e) 収集した原料(腐敗槽汚泥や生ごみ)は即座に加工されるため、衛生害虫は
発生しない。
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表 5 環境チェックリスト(3) 

分
類

環境項目 主なチェック事項
Yes: Y
No: N

具体的な環境社会配慮
(Yes/Noの理由、根拠、緩和策等)

(3)文化遺産

(a) プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化的、宗教的に貴重な

遺産、史跡等を損なう恐れはあるか。また、当該国の国内法上定めら
れた措置が考慮されるか。

(a) N (a) 堆肥化施設候補地は、そのような遺産、史跡等を含まない。

(4)景　観
(a) 特に配慮すべき景観が存在する場合、それに対し悪影響を及ぼす

か。影響がある場合には必要な対策は取られるか。

(a) N (a) 堆肥化施設候補地には、公共の用地内であり、特に配慮すべき景観はない。

(5)少数民族、先

住民族

(a) 少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響を軽減する配慮がな

されるか。
(b) 少数民族、先住民族の土地及び資源に関する諸権利は尊重される

か。

(a) -
(b) -

(a) 堆肥化施設候補地に、少数民族等の居住はない。
(b) 同上

(6)労働環境

(a) プロジェクトにおいて遵守すべき当該国の労働環境に関する法律が

守られるか。
(b) 労働災害防止に係る安全設備の設置、有害物質の管理等、プロジェ

クト関係者へのハード面での安全配慮が措置されるか。
(c) 安全衛生計画の策定や作業員等に対する安全教育（交通安全や公衆

衛生を含む）の実施等、プロジェクト関係者へのソフト面での対応が
計画・実施されるか。
(d) プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェクト関係者・地域住

民の安全を侵害することのないよう、適切な措置が講じらるか。

(a) Y
(b) Y
(c) Y
(d) Y

(a) 堆肥化施設の建設は、小規模な土木工事であり労働環境に関する法律を遵
守できる。また、運転時においても、法律に準じ、適正な労働環境が確保される。

(b) 危険防止を目的とした作業着やヘルメットの着用、安全装置の設置などを実
施する。

(c) 朝礼等を通じ安全教育を周知徹底、ならびに周辺住民及び作業員の危険回
避のため、カンボジア国の労働安全法規則や業界規則に従い安全教育、交通安
全対策等を計画・実施する。
(d) 事業コントラクターが教育指導を徹底し、警備要員が危害を及ぼさないよう監
督する。また、警備要員による事件事故が生じた場合に備え、対応策及び罰則を
計画する。

(1)工事中の影響

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉じん、排ガス、廃棄物等）に

対して緩和策が用意されるか。
(b) 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼすか。また、影響に

対する緩和策が用意されるか。
(c) 工事により社会環境に悪影響を及ぼすか。また、影響に対する緩和

策が用意されるか。

(a) Y
(b) -
(c) -

(a) 当該国の法規制を順守するよう騒音、振動、濁水、粉じん、排ガス、廃棄物等
に対して、緩和策を講じる。

(b) 小規模な工事であるため、これにより自然環境（生態系）に悪影響を及ぼさな
い。

(c) 小規模な工事であるため、これにより社会環境に悪影響を及ぼさない。

(2)モニタリング

(a) 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対して、事業者の

モニタリングが計画・実施されるか。
(b) 当該計画の項目、方法、頻度等はどのように定められているか。

(c) 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、予算等とそれらの

継続性）は確立されるか。
(d) 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規定されている

か。

(a) Y
(b) -
(c) -
(d) -

(a) モニタリングが計画・実施される。
(b) 具体的な内容は、本案件化調査が具体化された時点(実証事業等への採択
後)に検討する。

(c)　同上
(d)　同上

環境チェックリ
スト使用上の注
意

(a) 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題への影響も確認す

る（廃棄物の越境処理、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化の問題に
係る要素が考えられる場合等）。

(a) - (a) 堆肥化施設の建設であるため、越境または地球規模の環境問題は発生しな
い。

注１）　表中『当該国の基準』については、国際的に認められた基準と比較して著しい乖離がある場合には、必要に応じ対応策を検討する。

当該国において現在規制が確立されていない項目については、当該国以外（日本における経験も含めて）の適切な基準との比較により検討を行う。
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注２）　環境チェックリストはあくまでも標準的な環境チェック項目を示したものであり、事業および地域の特性によっては、項目の削除または追加を行う必要があ
る。

４
　
社
　
会
　
環
　
境
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2015 年 10 月 21 日 09:00～11：00 
場 所：JICA カンボジア事務所 
参加者 
相手側：内田調査役 
調査団：和中、岡野、信澤、川本 

 記録者:川本 
討議内容 

内田調査役と本調査および普及・実証事業の内容について協議し、下記の意見を頂いた。 
 
1. 普及・実証時の機材・技術の移転について 

∙ プノンペン都の行政組織は、人材、資機材が不足しており、汚泥や廃棄物の回収などの

行政サービスは民間に委託している。そのため、民間参入の余地は大いにある。 

∙ よって、普及・実証事業において、通常であれば機材供与や先方機関への技術移転など

を行う必要があるが、カンボジアにおいては、林田産業が保有する技術すべてを移転す

る必要はない。つまり、機材であれば、供与してよい機材と林田産業で保持すべき核と

なる機材を分ける。供与機材の金額と予定されている土地の必要面積、教えて頂きたい。 

∙ （調査団）「機材は設置工事費を込みで約 2 億弱、土地面積は 8,000 ㎡を想定している。 

∙ その金額で有れば、供与対象とする機材を選定する必要がある。その上で、供与した機

材はリース契約の形態で、実証事業を進めるのがよい。 

∙ ただし、カンボジアの民間委託は日本と異なり、民間が行政に対して収益の一部を払っ

ている（日本は行政が民間に委託費を払っている）。 

∙ （調査団）普及・実証事業の期間のみ機材の無償リースや支払いの免除といった契約形

態をとることは可能か。なお、事業計画を検討する際には、リース料や一定額の支払い

を仮定した試算を行う。 

∙ 実証事業の期間のみ契約形態を工夫することは可能と考える。 

∙ また、機材のスペックについても対象とする規模に応じて、最初はスペックの小さな機

材を導入し、事業の拡大に応じてスペックを上げていくということがよいのではないか。 

∙ 調査団から「普及・実証事業を行う上で、たとえば、廃棄物の堆肥化を実施している NGO
と連携し、これまでの知見を共有しつつ、その NGO が使用している機材、土地を使うこ

とは可能か」との質問に対し、「そういった方法も一案と考える」とのことであった。 

∙ 技術移転については、前述のとおり、民間に委託しており行政機関に技術習得の意欲が

希薄であるため、定着しない可能性は大いにある。 

∙ よって、提案されている制度・ルール作り（優遇制度、ライセンス制度等）の協力内容

は着眼点がよく、カンボジアへの協力としては適していると考える。 

2. C/P 候補について 

調査団より、C/P の候補機関について、公共事業運輸局（DPWT）の他、廃棄物系、農業系等

があり、決めかねている旨を伝えた。これに対する内田調査役の意見は次の通りであった。 

∙ 適切と考えるのは、DSD（DPWT 排水・下水課）で、その理由は、現在 JICA と下水道プ
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ロジェクトを進めており、友好関係にある。また、DSD は下水管路網の管理主体であり、

腐敗槽汚泥の管理が不適切なままでは、汚泥が下水管に流出し、DSD の管轄に影響が出

てくる。その意味でも、DSD が腐敗槽の管理も主体的に行うような体制が望ましいと考

える。 

∙ （調査団）これまでの情報では、腐敗槽の管理は廃棄物行政に移管されている。また、

本件では廃棄物も扱うことになっている。その意味では、プノンペン都廃棄物管理局

（WMD）が主体となる可能性もあるが、その点についてご意見を頂きたい。 

∙ 確かに、WMD に腐敗槽管理は移管され、汚泥回収事業を民間に委託しているが、実質

的な業者管理はなされていないという認識である。その他、WMD とは、過去の苦い経

験からある程度距離を置いている。そのため、普及・実証事業を提案しても、協力が得

られない可能性が多分にある。 

∙ （調査団）DSD を腐敗槽の管理主体とする場合、権限の移管などの作業が発生すると想

定されるがどのように考えるのがよいか。 

∙ DSD、WMD といった部局間協議において解決するのは困難であるため、合同調整委員

会を組織する際には、決定権をもつ副知事を巻き込み、上位の立場から組織間を統制し

ていただくような仕組みがよい。 

∙ （調査団）プノンペン都の廃棄物管理は民間（CINTRI）が行っていることから、堆肥化

に係る廃棄物回収を行う上で、支障がでる可能性があるため、最悪、他州を対象とする

こともあり得ると考えているが、この場合、C/P の選定はどのように考えるのがよいか。 

∙ プノンペン都には省庁の拠点が集中しており、その省庁から各州にある部局に人材を派

遣している。情報拠点はプノンペン都にあるので、他州を考える場合も、プノンペン都

に軸足を置き、必要であれば省庁と協議するのがよいと考える 

3. その他 

∙ 環境社会配慮に係る行政手続きについては、環境省にて情報を得るのがよい。詳細な検

討は、事業サイトの目途がついてから（2 回目以降）に実施すべきとのことであった。 

∙ 興亜商事との面談についても、必要なら仲介するので、お知らせいただきたいとのこと

であった。 

∙ 調査団より、第 1 回目の渡航日程を伝えるとともに、帰国前に再度、協議の依頼をし、

了承を得た。 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2015 年 10 月 27 日 16:00～17：15 
場 所：プノンペン都庁舎 1 階会議室 
参加者 
相手側：[WMD] Mr. Mao Kolmardi (Deputy Director Department of Urban Management)  

Ms. Kim Vathanak Thida (Deputy Chif Cabinet) 
調査団：川本 

 記録者:川本 
討議内容 

WMD 関係者に対し、本調査の目的、概要を説明するとともに、堆肥簡易製造ならびに普及・

実証事業に関する協議を行った。質疑応答は次のとおりである。 
 
1. 本調査について 

∙ (WMD)廃棄物および汚泥の問題は深刻であるため、是非とも協力したい。 

∙ (調査団)本調査では堆肥の簡易製造を実施することになっている。材料は生ごみと汚泥、

ヤシ殻である。そこで、生ごみ 300 kg ドンコール廃棄物処分場から頂きたい。 

∙ (WMD)ごみは約 1,900 トン/日廃棄されているため、ごみ 300 kg を渡すことは構わない。

ごみの運搬はどのようにするのか？ 

∙ (調査団)廃棄物回収業者に依頼し DSD まで運搬してもらう、もしくは調査団で車を調達

し廃棄物処分場まで引き取りに行くことを考えている。生ごみがほしいため、その他の

廃棄物からの分別は調査団で行う。 

∙ 生ごみがほしいのであればダムコーマーケットの方が入手しやすい。但し、ダムコーマ

ーケットから出る廃棄物は WMD の管轄下であるが、市場は私企業が運営・管理してい

るため、生ごみの入手にあたっては別途その企業との協議が必要となる。また、廃棄物

を扱った実験を行うのであれば、都長宛のレターを提出していただきたい。 

∙ (調査団)廃棄物処分場とダムコーマーケット、どちらから入手するかを団内で確認し、ご

連絡する。レターについても作成し、提出する。 

∙ (調査団)汚泥の管理状況について確認したい。汚泥回収を行っている業者数や処分場への

廃棄量など情報があれば頂きたい。 

∙ (WMD)業者は企業ではなく、個人で行っている場合もあるため、正確にはわからない。

そのため、どのぐらいの汚泥が運搬されているかはわからない。 

2. 普及・実証事業について 

∙ (調査団)本調査が終わり、次のステップである普及・実証事業では、今回の簡易製造より

も広い規模での製造を予定している。これにあたり、調査団では作業ができる公共の土

地を探している。そこで、可能であればドンコール処分場を使用させていただきたいが

可能か。 

∙ (WMD)検討する。目的、内容を記載したレターを提出していただきたい。 

∙ (調査団)承知した。ただし、普及・実証事業の内容は今回の調査結果を受けて決めるため、
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すぐにレターを提出できないことを理解していただきたい。 

∙ (WMD)堆肥化のプロジェクトはプノンペンで過去にも実施されてきてが、なかなか成功

していない。臭気も出るため、周辺住民への配慮も必要である。 

∙ (調査団)通常の ODA ではビジネスまで検討しない。堆肥は販売先、収益性などの確保が

重要であり、今回はビジネスに詳しいコンサルタントが団員にいるので、そういった事

も含めて検討をすることになっている。 

∙ (調査団)場所も重要だと考える。そのため、公共用地を優先的に探している。ドンコール

処分場が使用できると非常に助かる。 

3. その他 

∙ 10 月 30 日午後 2 時にドンコール処分場を見学させていただくことで合意し、Mao 氏か

ら処分場管理に、調査団が見学に行く旨を連絡していただいた。 

以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2015 年 10 月 28 日 10:00～13：15 
場 所：コンポンチャム州プレイチョール地区 
参加者 
相手側：[ERECON] Mr Noeum Kheav (Associate Program Coordinator (Cambodia Branch)) 
    [長崎大学] 内野 充(インターン) 
調査団：和中、岡野、信澤、川本 

 記録者:川本 
討議内容 

コンポンチャム州プレイチョール地区で実施されている JICA 草の根事業「カンボジア国コン

ポンチャム州における持続可能な農業生産環境の構築」を訪問し、農家における堆肥の利用

状況についてヒアリングを行った。 
 
1. 農家 1 

∙ 畑の面積は 1,000 ㎡で、堆肥のみを使用し、野菜を栽培している。 

∙ 水田の面積は 5,000 ㎡で、堆肥と肥料を使用し、米を育てている。 

∙ 堆肥化施設は 2 系列あり、片方使用している間、もう一方は定期的に切り返しを行って

いる。この堆肥は水田や畑に使用する。余った堆肥は、集会所にある機械(JICA 供与)で、
持ち運びやすいようにペレット状にしている。 

∙ 堆肥のみでは栄養分が不足するため、N2を補充するために化学肥料を少量使用している。

また、堆肥に EM 菌(EM 菌 20cc に対し、水 50L で希釈して使用)を混ぜることで、堆肥

の状態がよくなる。 

∙ 以前(JICA 支援の前)は、ごみは散乱しており、腐敗槽汚泥もそのあたりに捨てていたが、

IPM(Integrated Pest Management)がごみ捨てのルールを作ってからは衛生的になった。 

∙ 稲作は雨季から始まる三毛作で、土壌づくりとして、１期目は牛フン、2 期目は堆肥を使

用し、3 期目は何も使用しない。牛フンが不足する農家は、購入する場合もある 

∙ 堆肥化の仕上げに防虫効果のあるニームの葉を混ぜている。堆肥を使用するようになっ

てからは、収穫量が増え、化学肥料の使用量が減った。 

∙ 堆肥化は非常に簡単なため、うまくいかなかったことはない。 

∙ 作物の販売価格は顧客の言い値で決まり、堆肥を使用していても価格を上げることが出

来ない。客は主にベトナム人。 

∙ 保冷車があり、定期的に使用しているが、保冷用の氷が無いため、そのままの状態で野

菜を運搬している。 

2. 農家 2 

∙ 堆肥化施設は 2 系列。 

∙ 農業機材としてはポンプを保有しているのみで、その他は必要時に借りている。耕作機

のレンタル代は 100$/1ha。 
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∙ 堆肥は畑や水田に使用しており、堆肥を使ってよかった点は、土壌が柔らかくなる、化

学肥料の使用量が減るなどである。化学肥料の方が早いが、作物の質は堆肥を使った方

がよいので、堆肥を使っている。 

∙ 化学肥料から堆肥へ移行したのは、NGO の活動のおかげであった。 

∙ 堆肥は年間 4~5 回づくり、1 回当り約 2 トン製造する。堆肥を製造している間、堆肥が

乾いてきたら定期的に水をかけている。 

 
3. 農家 3(村長) 

∙ 畑は 1,000 ㎡で堆肥のみを使用しており、水田は 1ha で化学肥料と堆肥を使用している。 

∙ 裏庭ではショウガやナッツの苗、ヘチマなどを育てている 

∙ 堆肥については定期的に勉強会を開いている。1 回 1 時間で、年間 2~3 回開催。参加者

には、各戸を訪問し、開催趣旨を説明して参加を呼び掛けている。参加者は 1 回 5~10 人
程度で、男性も女性も参加している。 

∙ 勉強会では 4 枚程度のパネルを用意し、堆肥の製造方法などを紹介している。 

∙ ERECON が実施する農家への普及方法は、まずその農村の村長やキーパーソンに対して

堆肥化を指導し、それをモデル事業に各農家へ普及する仕組みを取っている。 

∙ 堆肥を使う人は増えており、堆肥から化学肥料に逆戻りする人はいない。その理由とし

て、化学肥料は大量に使うと土壌が固くなるが、堆肥は多く使用しても土壌に影響はな

く、使いやすい。 

∙ 行政機関とは、以前は堆肥と化学肥料の違いについて指導を受けたことがあるが、今で

は農家の間では堆肥の知識が広まっており、最近は特に行政との関係はない。 

∙ 稲刈機は無料で農民に貸し出している。 

4. ERECON 

∙ 堆肥のペレット化では、粘土、窒素、リン酸、カリウムの他に、pH 調整のために石灰を

入れ、混合している 

∙ このコミューンは 11 村約 2,000 世帯で約 450 世帯が農家である。このうち、ほぼ全世帯

が堆肥を使用しており、利用者からは化学肥料の購入量が減ったとの意見が出ている。 

∙ 問題点は、暑い時期に虫が出ること、若者が出稼ぎに出てしまっていること、水が不足

すること、である。 

∙ 堆肥製造ヤードは希望者から抽選で選んだ。抽選に漏れた人の中には、自作の木枠でヤ

ードを作る人もいる。 

∙ プロジェクトが上手くいった点は、各農家に堆肥について丁寧に説明したことであった。

(プロジェクト終了後に NGOが行っていた機能を残すために)今後はコミューンに農業組

合に相当する組織を作ることを予定している。 

∙ 上手くいかなかった点は、暑い時期は乾燥が早いことであった。農民は(他の作業もある

ため)堆肥を毎日管理することは出来ない。屋根を設置する必要があった。 

∙ ベトナム人はベトナム国境の町であるスバイリエンのみならず、コンポンチャムにまで
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会に来て、安価な値段で購入していく。ベトナム人以外の買い手がいないことも問題で

ある。イオンモールやジャパンファームなどが購入してくれるのが望ましい。 

∙ 堆肥製造については簡易なポスターをマニュアルとして使用している。 

∙ 腐敗槽汚泥を使用した堆肥は知っている。ただし、農民にとって人糞は牛糞よりもイメ

ージが悪い。汚泥堆肥の成分を数値で示しても、イメージが先行してしまうと思われる。 

 

以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2015 年 10 月 30 日 14:00～15：00 
場 所：ドンコール処分場 
参加者 
相手側：Mr. Keo Channarith (The Landfill Manager of Dangkor, Keo.channarith@gmail.com) 
調査団：和中、岡野、信澤、川本（以上、調査団） 

 記録者:岡野 
討議内容 

 

ドンコール処分場で、協議および視察を行った。 
 
1. 協議事項 

∙ 訪問の目的、林田産業の事業や JICA 事業との関係について説明した。 

∙ 市役所は「3.2.1」というネーミングの活動を行っている。ゴミについてのポリシー、ゴ

ミについてアピールという内容する。対象は、①一般家庭、②収集会社（CINTRI など）、

③処分場（ドンコールなど）でこれらが協力して取り組んでいくものである。 

∙ CINTRI はゴミを収集してくるが、分別はしていない。 

∙ 将来的には廃棄物をリサイクルする仕組みがほしい。問題は２つあって、それは、①予

算がない、②解決方法を知らない、ことである。 

∙ そのためリサイクル会社の進出を歓迎している。廃棄物発電などに期待している。これ

まで 10 社くらいの企業が訪問してきた。廃棄物発電の会社、堆肥の会社、紙やプラステ

ィックリサイクルの会社などである。現在、区役所で実施するかどうか検討中である。 

∙ 中小企業でもゴミの減容に貢献できる会社ならぜひ来てほしい。堆肥を作る方法をこち

らに教えてくれるとうれしい。 

∙ 一日に約 150 台の収集車がごみを捨てに来る。ゴミの量は一日に 1,850～2,000 トンであ

る。毎日その分だけ処分場のゴミが増えている。 

∙ 2009 年から現在までの約 5 年間で、3 百万トンのゴミを受け入れた。 

∙ 処分場の A 区画と B 区画は 2015 年終わりに使用を終える予定になっている。その後は

現在整備中の C 区画を使用する予定。 

∙ ゴミを捨てに来る組織は、①CINTRI、②ダムコーマーケット、③屠畜場である。③は生

ごみと一緒に捨てられる。それぞれ処分場への受入費用は異なるが、具体的な金額は教

えられない。 

∙ (調査団)建設廃材を受け入れているか？ 

∙ (Keo 氏)CINTRI はそのようなものを集めていないが、それを集めるのは CINTRI の責任

である。 

∙ 家のトイレの汚泥については、個人や民間企業はここには捨てることができない。DSD
などの政府機関は無料で捨てることができる。 
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∙ 汚泥を捨てる場所はない。ポンプ場付近に捨てているといううわさはあるが、市役所は

許可していない。 

∙ 処分場の入り口付近にごみを分別しているところがあるが、そこはリサイクルできるも

のを買う場所である。 

∙ 市役所が許可すれば、パイロットプロジェクトサイトとして利用してもよい。 

∙ 処分場のゴミからの浸出水を集める場所の面積は、5,000m2である。 

∙ DSD の車は月に 1、2 回来て、4～6 トンの汚泥を廃棄する。年間では、約 100 トンであ

る。 

∙ 当処分場は年中無休である。 

∙ 地図の#6 の場所は、医療廃棄物の焼却施設である(別添資料として写真を貼付)。 

∙ カンダールのタクマウのゴミは受け入れていない。プノンペン市のみである。カンダー

ルの処分場は別の場所にある。 

∙ 2015 年に閉鎖する A および B 区画は、当初の閉鎖計画より一年くらい遅れていて、集水

区域に今はゴミを投棄している。 

∙ #3 はリサイクル施設の集積地域にすることを予定している。市役所が許可すれば、民間

企業でも参入できる。 

∙ #7 はバイオガスのパイロットプロジェクトのプラントの残骸がある。詳細はわからない。 
 

2. 処分場視察 

∙ 現在の処分場所である A 及び B 区画、整備中の C 区画、リサイクル施設を誘致する予定

の#3、バイオガスプロジェクト跡地である#7 などを所長の同行の下で視察した。 

∙ 現在使用している処分場付近は、結構臭いがきつい。 

∙ ゴミ山の頂上では、捨てられたばかりのゴミから 10 名くらいのウェイストピッカーがご

みを拾っている状況が確認できた。 

 

以上 
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別添資料 

 

 

写真 ドンコール処分場 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 2 月 29 日 15:00～16：00 
場 所：プノンペン都環境局 
参加者 
相手側：Mr. KHIM NORA (Chief Office Waste Management) 
調査団：安部(林田産業)、川本、岡野(CTII) 

 記録者:安部、岡野 
討議内容 

 

プノンペン都・環境局と組織、課題、ODA 事業について協議した。 

 

1. 組織の役割と責任 

∙ 組織図を受領した。環境局の職員は、プノンペン都の区の職員を合わせて 74 名、そのうち

廃棄物管理を担当している職員は、7 名である。 

∙ 環境局は環境省の下でプノンペン都の環境を管理する組織であり、環境モニタリングと環

境評価の役割を担っている。 

∙ 法令は環境省が決定して、環境局が運用する。 

∙ 業務の結果は、環境省と市役所にも報告する。例を挙げると、工場で煙が出ていると、環

境局職員が現地に行って、経営者に指導する。その結果を環境省やプノンペン都に報告す

る。 

∙ 今年から、ごみを出す前に液体／固体にかかわらず、環境局に報告することになっている。

工場から出す排水について、環境局にレターを出さなければならない。 

∙ 立ち入り検査では経営者と協議する。2-3 か月以内に対策を取ることを要求し、対策を取ら

なかった場合は、事業を停止するか、場所を変更する。 

∙ 市民への普及・啓発や、他局の環境関連問題への協力の役割も担っている。 

∙ 汚泥の管理については、WMD や DPWT のような関係組織がある。汚泥問題について会議

もしくは打合せがあるときは、WMDと DPWT が一緒に出席する。WMDはレターをチェ

ックするだけの部署であり、実務は DPWT が行っている。 

∙ WMD の役割は環境局と同じくらいである。環境局の方がより詳しく環境のことを知ってい

る。 

∙ 事業の開始前には環境局に EIA について相談しなければならない。200 万ドル以下は環境

局、200 万ドル以上の事業は、環境省になる。 

 

2. 他のドナーとの協力 

∙ 現在、該当する事案はない。 

 

3. 汚泥の管理 
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∙ 2000 年から 2007 年に使われた SMC 処分場では、腐敗槽のような処理施設があった。2007

年に SMC からドンコールに処分場が移転したが、ドンコールでは腐敗槽は設置していな

い。そのため、ドンコールには捨てに行かせないようにしている。 

∙ 現在は、2 つの場所(Trabek ポンプ場と Tumpun ポンプ場)に投棄している。湖沼などに投

棄しているる場合もある。 

∙ 民間のバキュームカーの管理者はいない。環境局は民間業者を管理したいが、適切な汚泥

の廃棄場所がなかったので、実施してこなかった。 

∙ ラグーンなどの汚泥を捨てている場所についてのモニタリングは行っていない。今後は実

施したいと考えているが、予算不足である。捨てる場所決まっていないのでやれないとい

う面もある。 

∙ ごみの不法投棄分も含めると一日に 2,000～3,000 トンのごみが捨てられており、それが大

きな問題であるため、汚泥の管理までマネジメントできず、そのことを懸念している。 

∙ 汚泥は汚いが、有価物になるものである。 

∙ タイやベトナムでは 1 カ月程度で汚泥の堆肥化を実施している。 

∙ バイオガス(メタンガス)も活用するバイオダイジェスターについては、今回は含まない予定

であるが、今後日本の別の援助スキームの活用を考える。 

 

4. 逆提案 

KHIM NORA 氏から、課題とプロジェクトの逆提案を受けた。 

∙ ごみは不法投棄されたものを除いて一日に 2,000 トン出ている。ごみを分別したい。最初

は生ごみを対象とし、動物のエサ、堆肥、バイオガス利用などでリサイクルしたい。役立

つもの(リサイクルできるもの)もドンコール処分場に捨てている。レストランなどからの食

品残渣も分別したら、その材料は十分にある。 

∙ 家庭のごみは分別せずにドンコールに捨てている。 

∙ 固形廃棄物としての建設廃材は、低地に埋める、ビルを建設するときに再利用する、など

の管理をしていきたい。 

∙ リサイクルパートナー(リサイクル施設出資者兼運営者)が見つかれば、分別できる。 

∙ 2010 年～2012 年にごみの分別(wet waste と dry waste)活動を行った。しかし、ごみ収集

を行っているシントリー社は、分別した 2 つのごみを一緒に入れるので、意味がなかった。 

∙ 北九州市のごみ焼却場を視察した。そこはとても良い施設であった。分別することで、燃

やすごみの量が減って、焼却工場の数を 3 施設から 2 施設に削減していた。プノンペン都

でも設置したいが、焼却施設建設・運営にはお金がかかるため、プノンペン都はその費用

を出せないでいる。 

∙ 今、新しい法律ができて、分別がしやすい環境になってきていると思う。 

 

調査団からは以下のように回答した。 

∙ プノンペン都の生ごみは全体の 50-60%になるため、焼却せずとも分別するだけで最終処分

量は大幅に削減できる。 
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∙ 技術協力プロジェクトの要請書の作成を支援することができる。 

∙ 林田産業等の日本企業のリサイクル技術が活用できる。 

 

これに対し、KHIM NORA 氏は 1 社だけでは難しいので、複数社の協力が必要とコメントした。 

 

5. その他 

∙ KHIM NORA 氏は 3/1～3/5 の期間は海外出張のため、それ以降に少なくとも一回は打合せ

を持ちたいとお伝えした。 

∙ 環境省の組織が変わったので、都の環境局の組織も変わる予定。 

∙ 産業廃棄物を収集する会社(Sarom Trading)が、独自の処分場を持っているが、そこで爆発

が起こり、布ごみが燃えた。環境局が立ち入り調査を行った。罰金は、たった 2M リエル(約

500 ドル)であった。 

∙ 医療廃棄物はドンコールで赤十字社が焼却している。国境で見つかった不審な薬品もドン

コールで燃やしている。焼却温度は 850-900℃で、臭いと煙の問題がある。 

∙ 普及実証事業を行う場所としては、プノンペン都の北方にある Tamok はどうか。そこの

1,000ha の土地が汚泥を浄化する施設を設置する場所として検討されている。しかし、この

ような開発地域では近隣の住居も建設されるので環境対策技術が重要になる。 

∙ 3 月 10 日に調査団が開催するセミナーへの出席を依頼した。関係者の誰かを派遣するとの

回答を得た。そのためのレターの提出が必要。 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 3 月 1 日 10:00～11：30 
場 所：Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, General Directorate of Agriculture  
参加者 
相手側：Ms. Chan Phaloeun(Deputy Director General), Phy Chhin(Soil Scientist), Neo, Ratana 

(Director, National Agricultural Laboratory), Kep Poch (Head, Agricultural lead 
improvement office) 

調査団：安部(林田産業)、川本、岡野(CTII) 
 記録者:安部、川本 

討議内容 

本調査の概要を説明した後、農業省の役割ならびに肥料、堆肥に関する討議を行った。 

 

1. 総務局の役割に関して 

(農業省) 

∙ 総務局の中に 25 の部門があり、堆肥に関しては 2 つの部門、①Department of Agricultural 

Land Resources Managementと②National Agriculture Laboratoryが関係し、特に①の

組織内にある、Agricultural Land Improvement Office が堆肥に関する業務を管轄してい

るため、最も関連が深いと考えられる。 

∙ 製造後の堆肥に関しては流通前にラボにて分析を行う必要がある。また、堆肥を使用して栽

培した野菜についても同様である。 

∙ 有機肥料及び化学肥料も同様に行わなければならない。 

2. 製造後の堆肥のラボでの基準について 

(調査団)製造後の堆肥について、成分の基準はあるか。 

(農業省) 

∙ 国内で製造、販売する場合は確認を行わず、国外で販売する場合のみ確認を行う。 

∙ 数値の基準はないが、重金属や病原菌などについて確認を行う。 

∙ 現在、農業生産工程管理(Good Agricultural Practice: GAP)という生産工程の点検、評価に

関する制度を策定中である。この運用が開始され、農家がこの認可を受けることで、肥料や

野菜を通常よりも高価に販売することが可能となる。 

∙ 将来的には、すべての農家に GAP を取得してほしいと考えている。 

3. 堆肥の普及について 

(調査団)堆肥の製造方法を農家へ教えているが普及が進まないとのことであるが、何が原因で広ま

らないと考えているのか。 

(農業省) 

∙ 農家には堆肥を製造するお金がなく、また堆肥に関する知識が低い。 

∙ カンボジア全土の 35〜45％は砂であり、堆肥を多く使用する必要があると考えている。 
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4. 農薬、化学肥料、有機肥料、野菜に関する生産量、輸出入量等のデータについて 

(農業省) 

∙ 化学肥料について 2003〜2011 年のデータがあるが(資料を受領)、その他のデータはない。 

∙ 輸入をして販売した際にきちんと販売者が報告を行わないことが理由である。 

5. 堆肥の登録料、検査料等について 

(調査団)Law of Pesticide and Fertilizer に肥料の登録料に関する記載があるが、堆肥の場合も登

録料が必要か。 

(農業省) 

∙ 堆肥の登録料は不明である。 

∙ 検査料は 60~100 ドルで可能である。 

6. 実証事業の用地について 

(調査団)普及実証時に場合によっては汚泥堆肥の製造を行うにあたって場所を借りることは可能

か(約 600 ㎡で屋根が付いている場所)。 

(農業省) 

∙ ２か所あるが、プノンペン都ではない。カンダール州の場合、ボンティレック、キンスワイ

は面積が広い。 

∙ 仮に事業を実施する場合、MOA、MOU の作成、提出が必要である。 

 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 3 月 7 日 9:00～10：00 
場 所：農林水産省 
参加者 
相手側：Mr. PHUM RA（Department of Agricultural Legislation, MAFF） 
調査団：和中（林田産業）、信澤（ジオブレイン）、次郎丸（宗像有機堆肥）、岡野（CTII） 

 記録者:岡野 
討議内容 

 

農林水産省で汚泥堆肥に関する法令及び肥料登録の手続き等について協議を行った。 

 

1. 肥料のライセンス、登録等について 

∙ Department of Agricultural Legislation は、①農薬・肥料の登録、②海外との輸出入のライ

センスを発行している部署である。 

∙ 肥料は堆肥などの有機肥料と化学肥料に分けられる。農家に無料で配布する場合は登録の必

要はない。 

∙ 登録前にラボで分析する必要がある。農地でのテストも必要である。肥料を入れるビニール

袋にクメール語で表示することも必要である。 

∙ 登録すると固有番号が割り当てられ、それは 3 年間有効である。3 年経過すると再度ラボで

の検査が必要である。 

∙ 海外への輸出入も同じであるが、その場合はクメールと外国語の両方の表示が必要である。 

∙ 肥料袋の半分には、会社のロゴ、商品の名称、成分表を記載し、残り半分に用途を記載する。 

∙ Ministry of Commerce で登録してレターを貰ってから、MAFF に来て手続きを進める。 

∙ メディアに広告するときは、事前に MAFF の確認を得なければならない。 

∙ 農業の技術者（学部卒以上）が従事しなければならない。 

∙ 地方で販売する場合、各州（県）で登録しライセンスを受けなければならない。 

∙ 販売店への教育を行わなければならない。農業局に教育のためのセンターがある。 

∙ 事業実施中に、MAFF は年１回訪問して監査を行う。 

∙ 肥料 1 品目の登録費用は、15 万リエル（約 35 ドル）である。 

∙ 税率については、入り口の掲示板に掲示しているので写真を撮っておくとよい。 

∙ ライセンス発行申請を行ってから 30～45 営業日で肥料の登録ライセンスが発行される。こ

の日数にはラボでの分析期間は含まない。 

∙ ラボでの試験料金は、１肥料あたり 200～250 ドルである。こちらでは微量元素（重金属等）

を分析している。料金は 110 ドルで約 30 日必要である。NPK は農業局で分析していて費用

は 100～140 ドルで、分析に必要な期間はわからない。 

∙ (調査団)基準値はあるのか？→(MAFF)冊子があるので提供する。 

∙ (調査団)各州（県）でライセンス料が必要か？→(MAFF)州のことはわからない。 

∙ (調査団)3 年ごとに各州（県）でライセンスの更新が必要か？→(MAFF)年 1 回更新の自治体
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もあれば、3 年に 1 回更新の自治体もある。料金も異なる。更新時期に合わせて定期的に教

育を行う。 

∙ 肥料のフィールドテストについては、自社農場で実施してもよいし、農家の農場でテストし

てもよい。いずれにしても必ずテストしなければならない。MAFF ではフィールドテストは

実施していない。それは、これまで堆肥の製造工場がなかったためである。堆肥を作って自

分の農場で使用する例はあったが、堆肥を作って販売する例はなかった。後者は他者に害を

なす恐れがあるため、フィールドテストが必要。 

∙ 製造販売まで実施されるのであれば、カンボジア初となる。 

∙ (調査団)汚泥をリサイクルしているという点で環境に良い堆肥に対し、MAFF 推奨マークな

どを貰うことは可能か？→(MAFF)そのような MAFF のマークは出せない。自社で商標のロ

ゴを考えて、商務省にお願いする必要がある。 

∙ MoE に EIA に関する承認を貰う必要がある。 

∙ 登録には、DOAL（注：Department of Agricultural Legislation の略）という文字が入る。 

∙ (調査団)販売数量等の報告義務はあるか？→(MAFF)製造量の報告は不要である。販売に関し

て 1%程度の税金（ＶＡＴ）がかかる。そのため税務署に報告が必要である。 

∙ (調査団)肥料の輸入量はどれくらいか？→(MAFF)化学肥料および有機肥料の合計で、2014

年は約 90 万トンを輸入した。2015 年は約 70 万トンを輸入した。昨年は雨が少なく、水が

不足していたので、農家が別の仕事に従事したため、肥料の使用量が減少した。日本には灌

漑水路があるが、カンボジアはそれが十分ではないので、雨が降らないと農業ができない。 

∙ (調査団)オーガニック農法についての政策・方針はどのようなものか？→(MAFF)国のスロー

ガンはこれまでなかった。NGO等による普及・啓発活動は行われていた。 

∙ カンボジア国は日本と比べて農家の知識が全然違う。有機栽培を行うよう依頼しても、カン

ボジア国では難しい。時間がかかる有機栽培より、短期で収穫できる化学肥料に頼った栽培

になってしまう。 

∙ JICA は有機栽培と化学肥料での栽培の違いを説明する活動を行ってくれた。 

∙ 3月10日に予定しているセミナーの案内を行った。出席にはレターが必要とのことであった。

レターは DPWT からのものでよい。 

∙ MAFF としては、生ごみの堆肥化企業に進出してほしい。汚泥の堆肥化事業もよい事業だと

思う。 

∙ カンボジアでは堆肥を作ったらまずは使ってもらうとよい。使ってみて農家がよいと思えば、

使ってもらえる。また農家に広まる。 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 3 月 12 日 11:00～11：30 
場 所：プノンペン都庁 
参加者 
相手側：Dr. AUNNY IENG(Deputy Governor, Phnom Penh Capital City)、Chou Kimtry(Deputy 

Director, DPWT)、他プノンペン都職員 5-6 名 
調査団：和中（林田産業）、川本、岡野（CTII）信澤（ジオブレイン） 

 記録者:岡野 
討議内容 

 

副知事に提案事業の背景と概要をご説明した。 

1. 普及・実証事業について 

 JICA 内田氏が JICA 中小企業支援事業の概要と次のステップである普及・実証事業への流れ

について、プノンペン都にご説明した。 

 調査団・川本が、事業内容と MoU 案について配布資料に沿って、ポイントを説明した。 

 JICA 内田氏が以下の内容を補足した。 

 セプティックタンクの維持管理が不十分な点に着目した。民間の収集運搬会社は川や

ラグーンに汚泥を捨てている。それが自然環境に負の影響を与えている。また JICA
が支援している排水事業に関し、腐敗槽汚泥は排水管のつまりの原因となるため負の

影響がある。しかし、不適切に管理されている汚泥を有効活用すれば、正の影響にな

る。 

 JICA が支援したコンポンチャム州の病院から、「病院地下の腐敗槽から汚泥が漏洩し

ている。何とかしてほしい。」という問い合わせがあった。原因を調べたら、大変な量

の汚泥が溜まっていた。病院ができてから、一度も汚泥の引き抜きをしなかったため

このような状態になった。 

 このとき引き抜いた汚泥はどこに捨てられたかわからない。それは将来健康被害の原

因となりうる。 

 農業国であるカンボジアではこの技術が有効に活用できる。そのポテンシャルは高い。 

 今回の調査で技術面はクリアした。今後は普及・実証事業に向けての段階に入る。JICA
の普及実証事業を始める前に、土地使用の確認や事業の承認が必要なので、それにつ

いて合意頂けないかということが、今回の会議の主旨である。 

・副市長が以下のように返答した。 

 本プロジェクト案の提案を嬉しく思う。堆肥を作って、農家に使ってもらえるのでとて

もよいことだ。 

 汚泥が問題になっていて、環境影響があることは私も承知している。 

 最近、汚泥の問題に取り組んでいて、臭いが大変な問題になっている。 

 もし汚泥の堆肥を作るのであればとても良いことだ。なぜなら、環境影響が削減され、

農家で使用して貰えるからだ。 
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 もしこのプロジェクトが成功したら、つぎつぎに汚泥堆肥化施設を作って、それにより

きれいな水が流れるようになればと思う。 

 このプロジェクトについては知事に報告する。プノンペン都も協力するので、一緒に取

り組んでいこうということになると思う。 

 最近、カンボジアと日本間の協力が強化されている。3 月には知事が北九州市を訪問す

る。汚泥やスラッジについても協議する予定だ。 

 これはカンボジアの課題だと思う。どういう風に MoU を作成するかを考える。JICA が

レターを作成・提出し、都とコネクションを作って実施することになると思う。JICA と

都で実施できればより良いと思う。 

 私はこれを進めることができると思う。この提案を私は受け止める。 

 (JICA 内田氏)JICA から知事に事業の主旨についてのレターを提出することは可能であ

る。 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 6 月 15 日 09:00～10：15 
場 所：JICA カンボジア事務所 
参加者 
相手側：内田調査役 
調査団：和中、安部、幡野、信澤、川本 

 記録者:川本 
討議内容 

内田調査役と本調査および普及・実証事業の内容について協議し、下記の意見を頂いた。 
 
1. 普及・実証事業について 

∙ 普及・実証事業の実施に向けたプノンペン都副知事 Aunny 氏との協議は、6 月 17 日 9:30
から行うこととなった。 

∙ 普及実証事業の採択の要件として、副知事との MOU の合意文書は必須ではないが、確

度を挙げるために林田産業が合意文書を要望するのであれば、MOU をより簡易なものに

した方が、副知事としても合意しやすい。 

∙ 具体的には、MOU を Draft 版とし、その前段に、普及実証事業の企画書が採択された後

に MOU を最終化するという Minutes of Meeting を作成し、それに署名をもらうようにす

るのがよい。なお、Draft MOU には、用地提供や先方負担事項を記載しておくこと。 

2. ODA 案件化の関連プロジェクトについて 

(調査団)：JICA が予定している環境関連の技術協力プロジェクトは、林田産業が実施省とし

ているビジネスと関係性があると想定されるため、可能な範囲で概要をご教示いただきたい。 

(内田氏) 

∙ JICA が予定している案件は、EIA を含む環境法規制に関する技術協力プロジェクトであ

る。現在、カンボジアには他ドナーの協力により、環境関連の法制度が多数存在してい

るが、現状の行政職員(環境省職員および地方自治体職員)の能力、人員では対応できない

ものとなっている。 

∙ また EIA については、その許認可の内容が厳しいゆえに、多くの事業が EIA の承認手続

きを経ないまま、実施されている。 

∙ このような現状に対して、行政職員がこれらの法制度を運用する際の実施能力の強化も

しくは法制度文書の実施ガイドラインを作成することを目的としている。 

∙ この一環で廃棄物および下水関連の法制度についても検討することを予定しており、適

切な廃棄物管理や腐敗槽汚泥管理が実施されることで、堆肥化事業にも長期的な視点で

は好影響があると考えられる。 

∙ ただし、本案件は、9 月以降に、まず JICA 内部の調査団により事前の調査を実施したう

えで調査のスコープを見極めていく。 

3. その他 

∙ 北九州市がプノンペン都で廃棄物に関する草の根技術協力を実施する予定であるため、
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帰国後に、訪問し、連携の可能性について協議するのが良いと思われる。 

以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 6 月 15 日 14:00～14：20 
場 所：ダムコーマーケット 
参加者 
相手側：Mr. Bo Ti 
調査団：和中、安部、幡野、信澤、川本 

 記録者:安部 
討議内容 

ダムコーマーケットの管理者(Mr. Bo 氏)と本調査および普及・実証事業の内容について協議

し、下記の意見を頂いた。 
 
1. 普及・実証事業について 

(調査団) 

∙ 普及・実証事業の際は案件化調査時よりも規模を大きくして実施する。プノンペン都を

交えて行う予定であり、正式にはプノンペン都からダムコーマーケットへお願いをする

ようにする。 

∙ 実証事業については、具体的には決まっていないが、ドンコール処分場で行う予定であ

る。ダムコーマーケットの生ごみに関してはドンコール処分場に運搬していることから、

その中の一台を活用したいと考えている。その為、次のプロジェクト（普及・実証時）

を行う際に前回同様に協力を頂きたい。 

(Bo 氏) 

∙ 関心はあり、次のプロジェクトが決まったら教えて欲しい 

∙ 一つ問題があり、ドンコール処分場へ運搬する生ごみにはプラスチックバック（買い物

袋）、紙等が混ざってしまっている状態であり選別が必要である。 

2. 質疑応答 

(調査団)1 度に運搬する生ごみを運搬する際、どのくらいの量を運搬しているのか。 

(Bo 氏)1 台あたり約 10 トン積み込んで運搬している。 1 日あたり 3 台分運搬する。 

(調査団)ダムコーマーケット内でゴミを収集する時間は決まっているのか。 

(Bo 氏)1 日 3 回収集を行っている。 

→①6:00〜8:00 の間、②12:00〜14:00 の間、③20:00〜22:00 の間 

(調査団)ダムコーマーケット内にて分別をしたいと提案をした場合、協力は可能か。 

(Bo 氏)以前から分別をするように声かけを行っているが、現状としては何も進まない状態で 

ある。提案をしていただき、改善ができるのでれば進めていきたいと考えているが、ご

みを出す各店舗は指導した際は良い返事をするが行動に起こさない 

以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 6 月 17 日 10:00～11：30 
場 所：プノンペン都庁 
参加者 
相手側：Dr. AUNNY IENG(Deputy Governor, Phnom Penh Capital City), Ms. Kim Vathanak Thida 

(Deputy Chif Cabinet), Mr. Keo Channarith (The Landfill Manager of Dangkor), 他プノ

ンペン都職員 7 名 
調査団：和中、安部（林田産業）、川本、幡野（CTII）信澤（ジオブレイン） 

 記録者:安部 
討議内容 

Aunny 副知事に提案事業の背景と概要をご説明した。 

1. 普及・実証事業について 

(調査団) 

 調査団・川本が、事業内容と Minutes of Meeting および MoU 案について配布資料に沿っ

て、ポイントを説明した。 

 普及・実証事業に関してはこれから企画書を作成し、JICA に提出後、審査される。そし

て、採択決定後にカンボジアで事業を行うスケジュールとなっているが、企画書提出時

にカウンターパートの選定及びプノンペン都側の意向を確認し、賛同していただいてい

るようなので可能であれば事前に Minutes of Meeting（ドラフト）にサインを頂きたい。 

 サインがあることで JIICA としても林田産業としてもプロジェクトを行いたいという意

向を確認できる。 

(副知事) 

 JICA プロジェクトに関しては JICA に深く関わって欲しいこと為、林田産業からで

はなく、JICA を通して提出して頂きたい。民間企業とプノンペン都との MOU は難

しいことが理由である。 

 ドンコール処分場で汚泥堆肥化を行うのであれば、プノンペン都だけでなくドンコ

ール処分場とも今後 MOU を締結して欲しい。 

 また、今後、事業を実施するにあたっては、林田産業側、プノンペン都側それぞれ

の責任、役割を明確にすること。ドンコール処分場で堆肥化を行うスペース及び具

体的にどのように行うのか記載するとともに、オフィススペースをどこにするのか

記載して欲しい。 

(JICA カンボジア事務所内田調査役) 

 本調査および普及・実証事業は、JICA が事業主体ではない。JICA としては企業に対

してファイナンスのサポートを行う関係である。また、JICA は提出された企画書を

審査する立場である為、現段階で JICA として MOU を提出することは難しい。 

 ただし、別の形でサポートでの連携の可能性について、引き続き検討していく。 

(調査団) 
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 今回提出した MOU はドラフトの為、本日頂いた指摘事項を踏まえて、修正していく。 

 副都知事のサインがあることで JICA としても林田産業としてもプロジェクトを行いた

いという意向を確認できる為、サインをいただきたい。なお、今後の進め方については、

引き続き JICA と協議する。 

 
以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 6 月 21 日 10:00～11：00 
場 所：DPWT 事務所 
参加者 
相手側：[DPWT] Moeung Sophan, [DSD] Chhorng Vantha 
調査団：和中、安部、幡野、信澤、川本 

 記録者:安部 
討議内容 

普及・実証事業を行うにあたっての事前協議を行った。 
 
1. 普及・実証事業について 

(調査団) 

∙ 普及・実証事業を行うにあたって、関係する省へ協力依頼を行っている。 

∙ ・Mr. Ieng Aunny 副知事からは協力依頼を受けているが、今後どのような形で協力をして

いただくか協議中である 

∙ 現状としてこれから普及・実証事業へ企画書の提出、審査、採択後に実施予定の為、JICA
と Mr. Ieng Aunny 副知事で事前に話しを進めていくことは難しい状況である 

∙ 尚、上記の件については JICA カンボジア事務所の内田氏にどのような形で進めていけば

よいのか協議中である。 

∙ DPWT が管轄する DSD（プノンペン都公共事業運輸局 / 排水・下水課）の方に設備の技

術移転を行う予定であることから、人員を 2 名ほど出して欲しい設備に関しては、将来

的に建設される下水処理場の機械に似ていることから、事前に設備の使用方法等を学ぶ

ことは良いことであると考えている。 

∙ 全体の期間としては約 2 年間を予定しているが、DSD のスタッフに依頼し機械の使用方

法及び堆肥製造等を教える期間としては 2〜3 ヶ月を予定している 

(DPWT) 

∙ JICA及び建設技研インターナショナルが実施している下水排水プロジェクトを実施する

際も汚泥が発生することから、汚泥の処理に関しては必要であると考えている。スタッ

フに関しては確保できるが、その際には多少賃金を支払って欲しい 

∙ プロジェクト終了後は、設備はどうなるのか？ 

∙ また作った堆肥はどうするのか？ 

(調査団) 

∙ 汚泥の収集運搬を行う民間業者に関しては、DPWT を介して、指定した場所まで捨てに

行くように指示をしていただきたい。詳細については、事業が採択されたら改めてご連

絡する。 

∙ 設備はプノンペン都に提供することになるが、普及・実証事業終了後に関しては林田産

業が汚泥堆肥化事業を行う予定である。ただし、設備はプノンペン都へ提供している為、
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林田産業が利用する際は、どのようにしていくのかプノンペン都と協議することになる。 

∙ 製造した堆肥は、ジャパンファームプロダクツという日本の企業が持っている農地でフ

ィールド実証を行う予定としている。 

 (DPWT) 

∙ 例えば SEDAC（カンボジアの NGO）にも依頼してみてはどうか。 

∙ 水道光熱費に関しては都が負担することは難しいのではないか。採択後に詳細は協議し

ていくが、現段階で記載できる事項に関してはできるだけ詳細に記載して欲しい 

(調査団) 

∙ 基本的に、Mr. Ieng Aunny 副知事との面談時に指摘があった事項については、追加修正し、

再提出する。 

∙ 今後の流れとしては WMD（プノンペン都廃棄物管理局）の Ms Thida に内容確認を依頼

し Mr. Ieng Aunny 副知事へ再度修正した資料を提出することを伝えた。 

2. その他 

∙ DPWT のソパン氏の知人のプノンペン都農業局の担当者を紹介していただき、6/23(木)
に面談を行うこととなった。 

以上 
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カンボジア国 

有機性廃棄物の加工技術を活用した汚泥堆肥化に係る案件化調査 

日 時：2016 年 6 月 23 日 9:00～9：45 
場 所：カンダール州農業局事務所 
参加者 
相手側：Mr. Buntuon Simona 
調査団：和中、安部、幡野、信澤、川本 

 記録者:安部 
討議内容 

普及・実証事業を行うにあたっての事前協議を行った。 
 
1. カンダール州の農業政策について 

∙ ①カンダール州農業局の 5 年ごとに目標を定めている。現在は、1)栽培する野菜の品目

数を増加させる、2)お米、野菜の収穫量を増加させる、3)ビジネスとしての農業を確立す

る、である。また、化学肥料の使用量を減少させていきたいと考えている。 

∙ 1 つの圃場でいつも同じ品目を 1 品目のみ栽培している農家が多い。なお、野菜の生産量

は、カンボジア 1 位で、米は 3 位である(1 位：プレイベン州、2 位：タケオ州、3 位：カ
ンダール州) 

∙ 土壌については、化学肥料を使用することで成長は良いが使用をつづけていくことで悪

影響があることから土壌改良を行っていきたい。 

∙ 農薬についてもすぐに改善をすることができるが使用量を減らしていきたい。 農業局が

忌避剤を紹介してもよりすぐに目で見て分かる効果のある農薬を使用してしまっている 

∙ 農業局としては堆肥を広めていきながら契約栽培を行っていく中で出口の確保を進めて

行った。カンダール州サアン地区が一番多くの野菜を栽培しており、その農家に出口を

紹介した。今までは農家が収穫した野菜を市場まで販売にいかずに、仲介業者が農家の

圃場へ直接訪問し契約した野菜を購入して行った。その出口の一つとしてナチュラルガ

ーデン（有機野菜販売店）と契約栽培契約を結び農家を紹介した。 

2. FAO （Food and Agriculture Organization：国際連合食糧農業機関）が行っているプロジ

ェクトに関して 

∙ FAO のプロジェクトは 1997 年から現在まで続けており、農業に関することを教育する学

校を設立し、堆肥に関する知識と土壌改良に関する教育及びフィールドテストを行って

いるが、すぐに浸透しないのが現状である 

∙ カンダール州だけでなくカンボジア全土で行われた（お米の場合は16州に教育を行った） 

∙ このプロジェクトを行うことによってカンボジア全土に堆肥が広まり、農家ごとに自身

が使用する堆肥を製造するようになってきた 

∙ 他方、十分な量の堆肥を製造するだけの材料が不足した（農家が牛を飼っているがそれ

だけの牛糞では足りない） 

∙ また、堆肥を使用することによって良さを理解していても、化学肥料の方が生育が早い

ので使用してしまう 
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(調査団)：どのように堆肥を広めることができたのか 

(Simona 氏)：始めは従来通り化学肥料と堆肥を使用した。その後、徐々に化学肥料の割合

を減らし、その分堆肥の割合を増やしていきながら進めた。長く化学肥料を使用すると栽培

が難しくなることを教育し、実験を行いながら教育を行っていった。 

3. 野菜のテスト栽培の候補地に関して 

∙ 普及・実証事業時に製造した汚泥堆肥を使用して野菜のテスト栽培を行うにあたっての

一つの候補地として考えており、採択後に協力の依頼を行う予定であることを伝えた 

∙ 農業局としても賛同されており、農家を紹介することは可能であるとの回答を得た。 

∙ 日本製、日本の技術でカンボジアにて製造した堆肥ということで農家は購入したいと考

えていても販売価格が他の商品よりも高ければ購入できないので、どの農家でも購入で

きる価格にして欲しい。 

 

以上 
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Summary 

1. Outline 

In Phnom Penh Capital City (PPCC), Cambodia, no sewage treatment facility has been installed 
even though the population has reached over 1.5 million people. A large number use the septic tank, 
but sludge from septic tanks (septage) is disposed into wetlands or drainage systems without 
sufficient treatment. About 60% of generated waste is organic waste (garbage, coconut shell, etc.), 
but these organic wastes are barely recycled and wastes transported to the landfill site have increased 
annually in parallel with the rapid population growth. Transported wastes have then exceeded the 
design capacity of the disposal site. 

Furthermore, 60% of the Cambodian population makes a livelihood by agriculture, and the increased 
productivity in agricultural crops have led to further development. Since agriculture is currently 
dependent on chemical fertilizers imported illegally from neighboring countries, urgent 
countermeasures are required to prevent improper use of the chemical fertilizers. 

The objectives of this survey are to produce high quality compost at a low price by utilizing septage 
and organic waste, considering feasibility and securement of the market. Three field works have 
been conducted in accordance with the schedule in Table-1. 

Table-1 Schedule and Contents of Survey 

Schedule Outline Contents 
1st Field Work 
(20 Oct 2015~ 
14 Nov 2015) 

1. Confirmation of present 
condition of solid 
wastes and septage 

 
2. Consideration of 

formulation of ODA 
projects 

 
3. Business promotion plan 

1-1. Discussion on present condition with governmental organization, 
NGO, university, and private company related to solid waste and 
septage collection 

1-2. Interview of farmers who use organic fertilizers or compost, and 
sales outlets of organic products 

2-1. Explanation of technology and future survey of candidate 
counterpart 

2-2. Selection of suitable candidate site for the Verification Survey 
3-1. Consultation with business partners with regard to collaboration 
3-2. Consideration of market route, size and profitability 

2nd Field Work 
(20 Jan 20160~ 
17 Mar 2016) 

1. Production of septage 
from compost and 
holding of seminar 

 
2. Consideration of 

formulation of ODA 
projects 

3. Business promotion plan 
4. Environmental and 

social considerations 

1-1. Compost production from septage, organic wastes and coconut 
shells 

1-2. Holding of seminar for government, farmers, NGOs, universities  
(10 Mar 2016) 

2-1. Consideration of Verification Survey strategy 
2-2. Consultation with candidate counterparts (DPWT, WMD, MOE, 

DOE, etc.) 
3-1. Consideration of profitability and business plan 
4-1. Study on environmental and social consideration of candidate site 

for the Verification Survey 
3rd Field Work 
(14 Jun 2016~ 
28 Jun 2016) 

1. Consideration of 
formulation of ODA 
projects 

 
2. Business promotion plan 

1-1. Consultation with candidate counterparts (contents, site, 
implementation structure, etc.) 

1-2. Selection and site survey of candidate site for the Verification 
Survey 

2-1. Consideration of business promotion plan 
Source: JICA Survey Team 
WMD (Waste Management Division); DPWT (Department of Public Works and Transport); DSD (Drainage and Sewerage 
Division); DOE (Department of Environment); MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries); DAFF (Department of 
Agriculture, Forestry and Fisheries) 
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2. Present Condition 

The Survey in PPCC reveal the following information: 

(1)  Septage 

 No septage collection business registration system has been established in PPCC; 
therefore, any septage collection vendor can enter the business, freely. 

 Septage collected by collection vendors is not transported to the Dongkor Landfill Site, 
but disposed into a water body in the suburban area. 

 As a result of component analysis of septage, the sludge density (99.8% of water 
contents) shows lower than normal. The reason is that the sludge have accumulated for a 
long time and decomposition has proceeded. Furthermore, it is presumed that graywater 
and storm water, in addition to black water, have flowed into septic tanks. 

 The Sub-Decree on Garbage and Urban Solid Waste Management was formulated in 
August 2015 and enforced in August 2016. 

(2)  Solid Waste 

 The waste collection business registration system has been established. As for solid 
waste collection, CINTRI Co., Ltd, among the waste collection businesses, has been 
granted an exclusive contract. 

 Transported volume of solid waste is 1,800 to 2,000 t/day, and disposal cost at the 
Dongkor Landfill Site is about 0.75USD/t. 

 Segregation (combustible waste, garbage, noncombustible waste) has not been carried 
out in PPCC. 

(3)  Agriculture 

 No standard on compost has been established, although some standards on fertilizers 
were formulated. 

 No NGO produces compost from septage, although some NGOs in PPCC or neighboring 
area produce compost from garbage. 

 Most of the farmers use chemical fertilizers which could promote growth of agricultural 
products faster than organic fertilizers, although farmers have knowledge on organic 
fertilizers. 

3. Utilization Possibility of Products and Technology of SMEs and Strategy for Overseas 

Business Promotion 

Compost has been widely utilized in households and farms as plant growth promoter. Additionally, 
compost has good effects on soil environment, since it resists salt injury. Therefore, agricultural 
products are harvested throughout the year. 

Effects and features of compost on soil and agricultural products are as follows: 

 Upgrade of drainage and water retention 

 Creation of soil environment in which plants grow up in good health 
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 Creation of soil environment that resists salt injury 

 Prevention of excessive fertilizer accumulation 

 Prevention of soil-borne diseases 

4. Result of Survey on Production and Technology and Utilization Possibility 

Compost production from septage has been made on trial basis at the parking space in DPWT/PPCC 
during the 2nd field work, under different environmental conditions in Japan, to confirm compost 
characteristics and to understand issues on the manufacturing process from collection to production. 
A septage composting seminar has been held to disseminate knowledge on compost production from 
septage. The manufacturing process and seminar is summarized below: 

 Septage (approximately 2.5 m3), garbage (approximately 400 kg), coconut shell 
(approximately 350 kg) were fermented for one (1) month from 31 January 2016. As the 
result, approximately 300 kg of compost was produced. 

 A low amount of compost was produced, presumably because the high moisture content 
of a large part of the septage had vaporized before the composting process. 

 Answers of seminar participants include the following: 
 
- Resolve a revulsion against using sludge after the seminar (farmer). 

- Really like to use compost from septage (farmer) 

- Hope to disseminate the procedure of using compost from septage to farmers (public 
servants) 

In disseminating compost production from septage based on the above issue, the following are 
essential for business promotions (1) Establishment of composting system through an ODA project; 
(2) Formulation of a collection system from collection vendors with cooperation or coordination 
from the government and verification of efficacy of the recycling process; and (3) Validation of 
compost components and proper amount of fertilization, then clarification of safety and use. 

5. Formulation of ODA Projects 

Based on the survey result in PPCC, an ODA project is proposed as shown in Table-2. 

Table-2 Proposed ODA Project 

Items Contents 
Counterpart Main: Deputy Governor of PPCC (Mr. Aunny Ieng) 

Sub: WMD, DPWT, DSD, DOE, MAFF, DAFF 
Period 2 years from 2017 
Overall Goal Solid waste disposed in a landfill site is reduced and the environment in PPCC is improved 

with the dissemination of use of compost utilizing organic waste and septage. 
Project Purpose Manufacturing process suitable for local environmental conditions is established, the quality 

of produced compost is ensured and the efficacy is validated. 
Main/Sub-counterpart acquires recycling system operation capacity (from collection of solid 
waste and septage to the production of compost) 

Project Site 0.5ha in Dongkor Landfill Site 
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Items Contents 
Expected Output Output 1: Counterparts acquire knowledge and technology of composting process through 

establishment of composting facilities and preparation of compost processing 
guideline. 

Output 2: Safety and efficacy in quality aspect of compost are validated. 
Output 3: Importance of organic waste recycling through composting is understood by 

relevant parties. 
Activity 【Verification Activities】 

 Implementation of a Joint Coordination Committee with C/P (Counterpart) 
 Establishment of composting facility and preparation of operation manual 
 Preparation of compost processing guideline and on-the-job training on compost 

manufacturing 
【Dissemination Activities】 
 Assurance of compost quality 
 Field testing of compost produced at farmland 
 Implementation of seminar and environmental education 

Project Cost 99.96 million JPY 
Source: JICA Survey Team 
 

6. Business Promotion 

Based on the survey results, issues to be clarified are as summarized in Table-3, based on four 
classification points of view, namely; purchasing, manufacturing, sale and other, in order to validate 
availability and to formulate the business promotion plan and sale of compost utilizing septage, 
garbage and coconut shell. 

Table-3 Summary of Issues to be clarified for Business Promotion 

Classification Target 
Organization Contents Considerations 

Purchasing [Government] 
DPWT/DSD 
DOE/WMD 

Stable purchasing 
of septage 

 Necessary to check for enforcement status of solid 
waste management and operational condition. 

 Requiring the cooperative framework between 
government and collection vendor 

 Concerning the treatment method for 
un-compostable septage and wastewater 
dehydrated from septage 

Stable purchasing 
of garbage 

 Clarification of supplier 
(Collection vendor or Dongkor Landfill Site) 

 Segregation method of garbage 
Stable purchasing 
of coconut shells 

 Coordination with supplier 
(Necessary to consider direct purchasing from 
individual coconut stores) 

 Composting free from coconut shell or made by 
alternative goods (e.g. sugarcane) 
(Depending on a availability of stable purchasing) 

Manufacture [Government] 
DPWT/DSD 
DOE/WMD 

Securing of a 
production base 

Requiring the selection of production base 
(Consideration of borrowing land managed by 
administrative organization and where there is no 
inhabitant in the neighborhood) 

Product - Efficacy Validation of efficacy compared with other products 
- Differentiation Pest control by organic fertilizer 

Sales Sales Partner Securing sales 
channels 

Securing of sales partner (wholesaler, large-scale 
farmer, Daem Kor Market, etc.) 
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Classification Target 
Organization Contents Considerations 

Other Farmer Awareness activity 
on compositing 

Requiring awareness activity on organic fertilizer 
(compost) 

Trainig on Usage 
of Compost 

Education on usage of compost 

Sales Channel of 
organic vegetables 

Securing a sales channel of organic vegetables 

Citizen Awareness activity Requiring awareness activities on environmental 
pollution (awareness of regular desludging and 
treatment of septage, and health hazard of consumed 
vegetables) 

Source: JICA Survey Team 

Business promotion is classified into the following three phases (Figure-1) and the business schedule 
shown in Table-4. 

 Phase 1: Establishment of business foundation and preparation of business promotion 

 Phase 2: Business promotion 

 Phase 3: Business expansion 
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Source: JICA Survey Team 

Figure-1 Whole Picture of Business Promotion 

 

② Phase 2 

① Training of composting engineer 
 Training (Seminar, Training in Japan) 
 On-the-Job Training of PDCA with regard to collection, separation 

(including wastewater treatment), mixing, fermentation 
 Preparation of composting operation manual 
② Manufacturing and field testing of compost 
 Validation of blend ratio of septage and garbage 
 Validation of componential analysis and efficacy on soil 
 Validation of growth efficiency on vegetables 
③ Preparation of business promotion 
 Securing a production base and sales channel 
 Consideration of sales partners 
 Product analysis and comparison with other company products 

《Business Component》 
 Production and sales of compost, utilizing septage and garbage 
 Training of composting engineer 
 Regular seminar to upgrade agricultural growth utilizing compost 
 Awareness of local residents on environmental pollution 

③ Phase 3 

Building of Business Foundation and Preparation of Business 

Promotion ① Phase 1 

Business Promotion 

Business Expansion 

《Business Component》 
 Horizontal development to other cities 
 Entering a collection and transportation business of septage or solid 

waste 
 Entering an organic vegetable direct sales business 
 Entering a septage treatment business (installation, sales and 

maintenance of Johkasou) 

Two years  

from 2017 to end of 2018 

※Verification Survey 

From 2019 

After 2024 
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Table-4 Business Schedule 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Feasibility Study

Submission of Proposal ▲

Qualification ▲

Agreement of Minutes 

Order and Installation of Equipment

Start of Project ▲

Project Duration

Manufacture of Compost

Field Test

Validation of Components ▲ ▲

Validation of Effectiveness to

Soil and Agricultural Crops
▲ ▲

Seminar ▲ ▲

On-the-Job Training of Compost

Manufacturing

Formulating Manual

Business Development

Formulation of Marketing Network

Sales and Marketing

Securing a Production Base

Preparation and Installation of

Facility

Star of Compost Manufacturing ▲

Seminar ▲ ▲ ▲ ▲

source：JICA Study Team

2016 2017 2018 2019

 
Source: JICA Survey Team 
 

7. Environmental and Social Considerations 

Components of the Verification Survey proposed in the Feasibility Study are: 1) The establishment 
and O&M of composting facilities to produce the compost in a public land; and 2) Field testing and 
evaluation of the produced compost. 

Resettlement will not be required because the project site is to be a vacant space at the Dongkor 
Landfill Site that is managed by PPCC. In addition, odor will be minimized by securing a sufficient 
distance from the surrounding residences and by not utilizing hazardous garbage transported to the 
landfill. Wastewater separated from septage by dehydrator will be discharged into public waterbody 
after treatment by wastewater treatment facilities (Johkasou). 
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 Capacity development and institutional strengthening for proper management of septic tanks and wastes
 Improvement of environmental and living condition of people (prevention of infectious disease and offensive 

odor)
 Improvement of agricultural productivity

Proposed ODA Projects and Expected Impact

Feasibility Survey on Sludge Composting with Organic Waste Processing Technology

 Name of SME: Hayashida Industry Co., Ltd.
 Location of SME: Hukutsu City, Fukuoka Prefecture, Japan
 Survey Site/Counterpart Organization: Phnom Penh Capital City / Waste 

Management Division, Department of Public Works and Transport

SMEs and Counterpart Organizations

 Know-how on the production of compost by 
mixing and processing organic waste (coconut 
husks and kitchen waste) and septage

 Deterioration of urban environment due to 
improper management of septic tanks

 Increase of solid waste due to rapid urbanization
 Health damage and environmental pollution 

caused by improper use of fertilizers and 
pesticides

Development  Issues Concerned Products and Technologies of SMEs

Compost


	表示
	調査対象地域図
	写真
	目次
	図表一覧
	略語集
	和文要約
	序章
	第1章　対象国の現状
	第2章　提案企業の製品・技術の活用可能性および海外事業展開の方針
	第3章　製品・技術に関する調査および活用可能性の検討結果
	第4章　ODA案件化の具体的提案
	第5章　ビジネス展開の具体的計画
	付属資料
	英文要約



